
特上にぎり 　　Supreme nigiri ¥2,700

上にぎり　　　 Deluxe ¥2,100

中にぎり 　　　Intermediatel ¥1,600

並にぎり　　　 Regular ¥1,100

盛り合わせ 　　Sushi Plate ¥1,100

◆ 棒寿司 （汁物付き）Pressed Sushi （With soup）

　うに鯖寿司 　　Sea Urchin and mackerel sushi ¥2,000

　ばってら 　　“Battera” mackerel sushi ¥1,100

　上ちらし　　 Supreme Tirashi Sushi ¥1,600

　ちらし　　　 Tirashi Sushi ¥1,100

　　＊汁物はお吸い物か赤だしをお選びください。

　　＊Soup Please choose a miso soup or fish broth soup

  海鮮丼　                Seafood bowl ¥900

　海鮮丼大盛り　          Seafood bowl large ¥1,200

　炙りサーモン丼　　　　 Seared salmon  bowl ¥1,000

　炙りサーモン丼大盛り　 Seared salmon  bowl large ¥1,300

　炙りすぎたサーモン丼　 Grilled salmon bowl ¥1,000

　　＊生が苦手な方に完全に火を通しました。　＊To the raw food is weaker

　納豆まぐろ丼            Natto tuna bowl ¥1,100

　　＊まぐろの赤身の漬けと納豆のどんぶりです。　＊Is a bowl of natto with tuna.

◆ どんぶり　（汁物、デザート付き）　Bowl(With soup, dessert)

◆ 生が苦手な方に　To the raw food is weaker

　コーンマヨ（軍艦）Corn and mayonnaise、玉子omelets、アボカドavocado

　　＊注文は1個からお受けいたします。＊Will be accepted from a single order

◆ ちらし寿司　（汁物付き）　Tirashi Sushi（With soup）
　　＊A tirashi sushi is a big sushi served in a bowl, with sushi materials over
　　　the rice bed inside the bowl.
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◆ お好み Your favorite

◆ にぎり（汁物付き）　Nigiri sushi（With soup）

　　＊注文は1個からお受けいたします。　＊Will be accepted from a single order.

　　＊仕入れ・季節により多少内容が変わります。　＊Purchase and seasonal slightly vary.

　大とろDeluxe fatty tuna、中とろmedium fatty tuna、赤身lean tuna

　うにsea urchin、いくらsalmon roe、あわびabalone、えんがわturbot engawa

　穴子conger eel、サーモンSalmon、炙りサーモンRoasted salmon

　あじhorse mackerel、しめさばVinegared mackerel、いかcalamari、平目turbot

　鯛sea bream、海老shrimp、生海老Raw shrimp、かんぱちGreater amberjack

　すずきsea bass、たこoctopus、げそsquid tentacles



◆ 巻きもの　Rolled sushi

 ◆ 細巻き  Thin roll

ねぎとろ巻         Green Onion & tuna ¥1,800

穴子キュウリ巻     Conger eel and cucumber ¥1,400

いかしそ巻         Squid and shiso ¥1,200

海老キュウリ巻     Shrimp cucumber ¥1,200

鉄火巻             Tuna ¥1,000

山芋巻             Yam ¥650

かっぱ巻           Cucumber ¥650

納豆巻（生卵入り・なし）Natto (raw egg・No raw egg) ¥650

おしんこ巻         Pickles ¥650

高級ガリ巻         Special pickles ¥680

かんぴょう巻      "Kanpyou" ¥650

玉子巻             Omelette ¥650

うにキュウリ巻      Sea Urchin and cucumber ¥1,800

 ◆ ロール  Large roll

巻き寿司　         Sushi roll ¥700

サラダ巻き　       Salad roll ¥700

ぜいたく巻き       Luxury roll ¥1,900

＊トロfatty tuna、いくらsalmon roe、サーモン salmon、海老shrimp
　玉子焼きomelette、 キュウリcucumber、レタスlettuce

サーモンロール  Salmon roll (tuna, avocado, salmon) ¥1,000

アボカドロール  Aavocado roll (avocad,Shrimp, Cream cheese) ¥1,000

ハーフ＆ハーフ  Aavocado roll & Salmon roll ¥1,000

炙りサーモンロール Roasted salmon roll ¥1,200

唐ふるロール  colourful roll ¥1,200

　いなり "Inari"    ＊sushi stuffed into pouches of fried tofu. ¥700

　助六 "Sukeroku"  ＊Inari Sushi and Sushi Roll ¥700

◆ 汁物・茶碗蒸し Soup, "chawanmushi"

　吸い物　             Soup ¥300

　赤だし                 Miso Soup ¥300

　茶碗蒸し         "chawanmushi"　＊Dishes steamed eggs. ¥400

◆ お子様メニュー　Children's menu

 ◆ ミニわらべ寿司　   Mini children sushi ¥1,100

　＊まぐろtuna、いくらsalmon roe、海老shrimp、白身魚white fish、 サーモンsalmon
     玉子omelets、鉄火巻tuna roll、 かっぱ巻きcucumber roll

　＊作るのに多少お時間がかかります。　Make and takes some time.

　＊かわいいミニお寿司　　Cute mini sushi.

 ◆ お子様ランチ Children lunch ¥1,000

　＊ハンバーグhamburger steak、海老のにぎりshrimp nigiri、いなり inari、サラダsalad
　　ジュースjuice、果物fruit、おもちゃ付With a toy



◆ ドリンク　Drink

 ◆ ビール　Beer

　　瓶ビール(アサヒ・キリン) Bottled beer (Asahi, Kirin) ¥600

　　生ビール(アサヒ) Draft beer(Asahi) ¥600

　　生ビール小(アサヒ) Small beer(Asahi) ¥400

 ◆ ノンアルコールビール(アサヒ・キリン) Non-alcoholic beer ¥430

　　 ＊Non-alcoholic beer(Asahi, Kirin)

 ◆ 酒 Liquor

　　日本酒（太閤) Japanese sake (Taiko) ¥460

　　冷酒(太閤) cold Sake (Taiko) ¥770

　　焼酎 Shochu ¥460

 ◆ チューハイ　Chu-Hi

　　カルピスチューハイ　Calpis Chu-Hi ¥460

　　レモンチューハイ　Lemon Chu-Hi ¥460

　　ライムチューハイ　Lime Chu-Hi ¥460

 ◆ 果実酒　Fruit wine

　　梅酒ロック　Plum wine lock ¥500

　　梅酒ソーダ割り　Plum wine soda ¥500

　　杏酒ロック　Apricot liquor lock ¥500

　　杏酒ソーダ割り　Apricot liquor soda ¥500

　　＊芋：黒霧島・白波　＊Sweet potato: white-crested waves, black Kirishima

　　＊水割り、お湯割り、ロック　＊Allocation of hot rocks, rock

　　＊麦：いいちこ・くろうま　＊Wheat: no iichiko-black course
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 ◆ ワイン　Wine

　　梅ワイン　グラス　Plum wine glass ¥460

　　赤ワイン　大瓶１本  Large red wine bottle ¥2,040

　　赤ワイン　グラス　Red wine by the glass ¥460

　　白ワイン　大瓶１本　Large wine bottle ¥2,040

　　白ワイン　グラス　White wine glass ¥460

 ◆ カクテル　Cocktail

　　カルーアミルク　Kahlua milk ¥560

　　ビターカルーアミルク　Kahlua milk ¥560

　　カシスソーダ　Cassis soda ¥560

　　カシスウーロン　Cassis Oolong tea ¥560

　　カシスオレンジ　Cassis Orange ¥600

 ◆ ソフトドリンク　Soft drinks

　　オレンジジュース　Orange juice ¥260

　　サイダー　Cider ¥260

　　コーラ　Cola ¥260

　　カルピスジュース　Calpis juice ¥260

　　ウーロン茶　Oolong tea ¥260

　　ガラナ　Guarana ¥360

　　レモンスカッシュ　Lemon squash ¥430


