
           ● 刺身・寿司（下記の他、いかようにも調整いたしますのでお申し付けください） 

刺身 刺身五種盛合せ      3630 円（3000 円） 

   おすすめ刺身七種盛合せ  4840 円（4000 円） 

   貝刺身盛合せ       4840 円（4000 円） 

   光物刺身盛合せ      3630 円（3000 円） 

   うにわさび添え      3630 円（3000 円） 

寿司 おすすめにぎり５貫    4598 円（3800 円） 

   おすすめにぎり８貫    7018 円（5800 円） 

  

● 早いおつまみ（お待たせせずにご用意できます） 

焼たらこ            1694 円（1400 円） 

毛ガニ 蟹
か に

みそ 和
あ

え        2420 円（2000 円） 

するめいか 松前漬
まつまえづけ

           847 円 （700 円） 

干し 蛍
ほたる

いか（炙
あ ぶ

り）        726 円 （600 円） 

いかの塩辛             726 円 （600 円） 

ばくらい（ほや、このわたの塩辛）  847 円 （700 円） 

 
※表示価格にはサービス料 10％、消費税 10％が含まれます。( )は本体価格です。 

  
●産地、アレルギー、原材料等 詳細はスタッフにお尋ねください。 

●米は全て「国産米」を使用しております。 

 

  



● 焼物 

のどぐろの塩焼（約２００ｇ）      3872 円（3200 円） 

太刀魚の塩焼き（約１００ｇ）      2420 円（2000 円） 

鯛かぶと焼              2178 円（1800 円） 

銀だら（南蛮焼き・西京焼き）（約１００ｇ）       2178 円（1800 円） 

かんぱちカマの塩焼         1815 円（1500 円） 

本ししゃも（２本）         1210 円（1000 円） 

目光 E

めひかり

AAE一夜 E

い ち や

AAE干し E

ぼ し

A（２本）       1210 円（1000 円） 

いかげそ（塩焼・七味醤油焼）      968 円 （800 円） 

さざえ 壷焼
つぼやき

（約４００ｇ）          3025 円（2500 円） 

焼はまぐり（２個）（約 100ｇ）       1936 円（1600 円） 

帆立の 磯辺
い そ べ

焼き（２個）        1694 円（1400 円） 

＜かんぱちカマ塩焼＞     ＜さざえ壺焼＞        

  
        

 
※表示価格にはサービス料 10％、消費税 10％が含まれます。( )は本体価格です。 

 
●産地、アレルギー、原材料等 詳細はスタッフにお尋ねください。 

●米は全て「国産米」を使用しております。 

 

 



● 煮物・蒸し物 ★十数種類の魚と野菜をコトコト煮て作ったタレで煮込みます。 

★  きんきの煮付け（約３５０ｇ）        8470 円より(7000 円より） 

★  のどぐろの煮付け（約２００ｇ）        3872 円 （3200 円） 

 鯛かぶと煮             2178 円 （1800 円） 

金目鯛かま煮             2178 円 （1800 円） 

茶碗蒸し              1210 円 （1000 円） 

鯛かぶと酒蒸し           2178 円 （1800 円） 

煮物・蒸物は出来立ての味わいをそのままご提供するために、ご注文をいただいてから 

調理にかかります。他のご注文に比べてお時間がかかりますので予めご了承ください。 

      また、味付けに関しましても濃い口、薄口などのご希望がございましたらお申し付けください。 
 

＜鯛かぶと煮＞              ＜のどぐろ煮付け＞  

   
● 酢の物 

酢の物盛合せ           2178 円 （1800 円） 

  蟹
か に

とわかめの酢の物        2178 円 （1800 円） 

 

※表示価格にはサービス料 10％、消費税 10％が含まれます。( )は本体価格です 
 

●産地、アレルギー、原材料等 詳細はスタッフにお尋ねください。 

●米は全て「国産米」を使用しております。 

 



 にぎり又はちらし      ※穴子が金目鯛あぶりに変わります。 

筈にぎり又はちらし        3025 円（2500 円） 

 矢の根にぎり又はちらし      3993 円（3300 円） 

的にぎり又はちらし        5566 円（4600 円） 

＜的＞     ＜矢の根＞       ＜筈＞ 

   

● 椀物 

蛤 E

はまぐり

A お吸物             968 円 （800 円） 

A E蜆 E

しじみ

A 赤出汁             605 円 （500 円） 

白身魚 お吸物             968 円 （800 円） 

 

● デザート 

フルーツ盛合せ        2178 円より（1800 円より） 

マスクメロン           1815 円（1500 円） 

アイス（バニラ、抹茶）       726 円 （600 円） 

               
※表示価格にはサービス料 10％、消費税 10％含まれます。（ ）は本体価格です。 

  
U●産地、アレルギー、原材料等 詳細はスタッフにお尋ねください。 

U●米は全て「国産米」を使用しております。 

 



おすすめの一品 

銀杏 1210円（1000円）    

磯つぶ貝の旨煮 1452円 （1200円）     

自家製いくらの醤油漬け 1452円 （1200円）     

あんきもポン酢 1452円～（1200円～）  

白子（ぽん酢・焼き）    1815円～（1500円～）  

ズワイガニともずく酢 1210円  (1000円）     

穴子の白焼き 2420円 （2000円）    

目光一夜干し 968円 （800 円）      

松茸土瓶蒸し 2376円 （2000円）    

焼き松茸 3025円～（2500円～） 

ねぎ間焼き 2376円  （2000円）   

※表示価格にはサービス料 10％、消費税 10％が含まれます。( )は本体価格です。 
 
U●産地、アレルギー、原材料等 詳細はスタッフにお尋ねください。 

U●米は全て「国産米」を使用しております。 


