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（日本語） 

 

ディナーメニュー



 一 品 物  
 

 

・冷奴               $ 3.95  

・フレッシュオイスター          12.95 

・茶碗蒸し                  8.95 

・ほうれん草おひたし        3.50 

・なす味噌和え           5.95 

・たこぬた和え           8.95 

・もろきゅう            4.95 

・あん肝              6.95 

・いくらおろし                    8.95 

・枝豆               3.50 

・いか納豆                        8.95 

 －焼き物類－ 

・あたりめ             4.95 

・さんま              5.95 

・ししゃも             5.95 

・さば塩焼き                      6.95 

・銀鱈味噌漬け           11.95 

・はまちかま（小）           8.95 

・はまちかま（大）          17.95 

・サーモン腹身レモン醤油       7.95 

・イカ照り焼き            9.95 

・ベイクドオイスター         6.95 

・ロブスタードリア        13.95  

・焼き鳥 (塩、又は照り焼き)       7.95 

・きのこバター焼き         10.95 

・ビーフたたき            9.95 

・ビーフえのき巻                  11.95 

・ぎょうざ(７個)                   9.95 

・たこ焼き(７個)                   6.95 

 

－ 酢の物 － 

・タコ酢                          $9.95 

・エビ酢                           8.95 

・カニ酢                          11.95 

 

－ 揚げ物類 － 

・天婦羅（エビ２匹、野菜７種）         $13.95 

・野菜天婦羅                       6.95 

・揚げ出し豆腐                     5.95 

・イカげそ揚げ                     7.95 

・イカリング揚げ                   8.95 

・カキフライ             9.95 

・ソフトシェルクラブ             14.95 

・鳥唐揚げ                       8.95 

・串カツ(２本)                      7.95 

・カレーコロッケ（２個）            4.95 

・カニクリームコロッケ（２個）      9.95 

－ お茶漬け・雑炊 － 

・のり茶漬け $ 6.00 ・鮭茶漬け   $7.95 

・梅茶漬け     6.95 ・鯛茶漬け    8.95 

・かに雑炊    12.95 

－ おにぎり －（2個、おしんこ付） 

・梅    $3.95 ・明太子       $5.95 

・鮭     3.95 ・おかか         3.95 

 

－ サラダ・汁物 他 － 

・雅サラダ (タコ､エビ､トビコ､ワカメ入り) $ 9.95 

・グリーンサラダ (大)         3.95 

・  〃  (小)           2.00 

・味噌汁                          2.95  

・鯛の潮汁           10.95  

・ライス           1.50 

・漬物盛り合わせ            4.95 

 

                       

 

   



  寿司・刺身盛り合わせ    

 

・寿司アペタイザー（にぎり４ｐｃｓ、鉄火巻３ｐｃｓ）$12.95 ・刺身アペタイザー         $14.95 

・寿司（上）(にぎり11pcs 、巻６pcs)      29.95 ・ 刺身盛り合わせ          28.95 

・寿司（並）(にぎり９pcs、巻６pcs)          24.95 ・ 刺身船盛り(3-4人)          84.95 

・ちらし寿司         26.95 

・寿司大盛り(3-4人)       83.95 

・寿司・刺身盛り合わせ(3-4人)      83.95 

 

 寿司・刺身  

 ※ 金額に色がついているものは同じものを２つオーダーされますと２つ目が半額になります。 

 

寿司(2ｹ)  刺身(3ｹ)    手巻き             寿司(2ｹ)  刺身(3ｹ)  手巻き 

・まぐろ  $ 5.95        $ 8.95        $ 4.95 ・さば       $ 4.95      $ 8.95      $ 3.95   

・さけ       4.95          8.95         3.95 ・たまご       2.95       6.95        2.50 

・たこ       4.95          8.95         3.95 ・いか         5.95      10.95        4.95 

・ひらめ     6.95         10.95         4.95 ・ほっき貝     3.95       7.95(4pcs)   3.50 

・甘えび     4.95         10.95(5pcs)    4.95 ・はまち       7.95      12.95        4.95 

・えび       3.95          7.95         3.50 ・うに         8.95      13.95        6.95 

・うなぎ     4.95          7.95         3.95 ・かき         7.95       －          7.95 

・とびこ     3.95          7.95         3.50 ・かに(松葉がに) 8.95      －      4.95 

・いくら     5.95          8.95         4.95 ・とろ             ―  時価 ―                        

・かにかま   3.95          6.95         3.50 ・帆立貝   6.95      13.95(4pcs)    6.95 

 

    

       

 巻 物  

 

                     巻寿司   手巻き               巻寿司    手巻き 

・サーモン巻き    $5.95      $ 3.95    ・ねぎはま巻      $ 8.95      $ 4.95 

・うなきゅう巻     7.95       3.95    ・サーモンスキン巻    7.95       4.95       

・スパイシー鮭巻       6.95        4.95     ・しんこ巻            3.95       2.50       

・鉄火巻               6.95        4.95     ・梅しそ巻            5.95       3.95       

・スパイシー鉄火巻     7.95        4.95      ・ねぎとろ巻         9.95       4.95      

・かっぱ巻             3.95        2.50      ・ソフトシェルクラブ巻  9.95       7.95     

・カリフォルニア巻     6.95        3.95      ・えび天ぷら巻     8.95       4.50     

・スパイシーホタテ巻 11.95        6.95     

・太巻き(4個)          8.95 

 



 定食メニュー（サラダ､味噌汁､ライス付） 

   

・寿司        $35.95  ・ロブスター天婦羅      $28.95 

・刺身                                    34.95  ・エビフライ           17.95 

・チキン照り焼き               19.95  ・とんかつ                    18.95 

・サーロインステーキ （照り焼き又は和風ソース）26.95  ・カキフライ                  19.95 

・サーモン（照り焼き又は塩焼き）               21.95  ・焼肉                   19.95 

・天婦羅                                  29.95   ・ハンバーグステーキ      15.95 

   

    

松花堂弁当（ライス、味噌汁付）                        $34.95 

・白身魚と野菜の天婦羅、刺身、銀鱈みそ漬、鳥唐揚げ､卯巻、野菜の煮物、えび酢の物 

 

 コースメニュー  

 

－ 松坂コース －                                                                 $38.95 

・ 刺身三種盛り（マグロ､ヒラメ、鮭） 

・ 茶碗蒸し（夏は茶そば） 

・ 天婦羅 

・ サラダ、味噌汁、ライス 

・ ステーキ（和風ソース） 

・ デザート（アイスクリーム） 

 

－ 楓コース －                                                                          $41.95 

・ 前菜 蛸うに和え 

・ 刺身三種盛り、鮭腹身レモン醤油焼き 

・ 茶碗蒸し (夏は茶そば) 

・ 味噌汁、サラダ 

・ 寿司盛り合わせ（にぎり８個、細巻６個） 

・ デザート（アイスクリーム） 

 

－ 雅コース －(お二人様用)                                                        $98.95 

・ 前菜 蛸うに和え 

・ 刺身三種盛り (マグロ、ヒラメ、鮭) 

・ にぎり寿司三種 (特大エビ、松葉がに、あなご) 

・ 茶碗蒸し（夏は茶そば） 

・ 味噌汁、サラダ 

・ ミニしゃぶしゃぶ 

・ デザート（アイスクリーム） 

 



 鍋 物 (お二人様用)  

   

・ すき焼き                   $69.95    ・寄せ鍋            $69.95 

・ しゃぶしゃぶ                69.95 

 

 丼 物（味噌汁、漬物付） 
 

・かつ丼         $12.95   ・他人丼         $13.95 

・親子丼          12.95   ・うな重                     20.95 

・天丼            17.95 

 

 カレーライス (サラダ付)   

 

・カツカレー   $13.95 ・エビフライカレー            $14.95 

・ビーフカレー    13.95 

 

 麺 類  

   

・たぬき うどん 又は そば  $ 7.95    ・鍋焼きうどん                $16.95 

・きつね        〃           7.95    ・茶そば（冷 又は 温）          9.95 

・鳥（唐揚げ）  〃          12.95    ・チャーシューラーメン         12.95 

・肉（ビーフ）  〃          13.95  ・ラーメン餃子            15.95 

・とんかつ    〃          14.95    

・天婦羅     〃          17.95    

 

 お好み焼き  

 

・チキン               $11.95   ・エビ      $11.95  

・ポーク           11.95  ・野菜                           8.95 

   

 

 

 



 デザート  

   

・プリン            $ 3.95 ・マンゴクレープ     $ 4.95 

・アイスクリーム（抹茶、小倉、黒ゴマ）   2.00 ・フルーツ盛り合わせ     3.50 

 

 お飲み物  

   

・ソフトドリンク(ｺｰｸ､ﾀﾞｲｴｯﾄｺｰｸ､ｽﾌﾟﾗｲﾄ)   $ 1.95  ・カルピスウォーター            $ 2.95 

・アイスティ（ネスティ）            2.50  ・ペリエウォーター                2.95 

・オレンジジュース                   2.95 ・コーヒー              1.95    

・アップルジュース     2.95 

 

 アルコール類  

 

・ハウスワイン 赤又は白 (グラス,120ml)   $ 5.95 ・梅酒 (グラス,45ml)            $5.95 

・焼酎 (グラス,45ml)                      6.95 

 

－ ビール － 

・ドメスティック（ブルー、モルソンドライ、クアーズライト）              $ 4.95 

・アサヒ(330ml)                 $ 5.95    ・アサヒ大ビン(640ml)               10.95 

・サッポロ（341ml）             5.95       

 

－ 日本酒 － 

 

< 熱かん >  ・小 (140ml)        $ 4.95  ・大 (280ml)     $ 8.95 

 

< 冷 酒 >   

・松竹梅 にごり酒 (375ml)   $26.95  グラス(100ml)      $ 7.50 

・松竹梅 純米吟醸酒 (300ml)    30.00 グラス(100ml)           10.00 

 

・奥の松 吟醸酒 (180ml)         $ 19.95  ・久保田 (720ml)                   $ 71.00   

・奥の松 金紋 (300ml)       21.95  ・純米大吟醸 玉の光 (720ml)       105.00 

 ・菊水 (300ml)                     26.00  ・南部美人 (720ml)           106.00  

  ・八海山 (720ml)                   74.00 

  

－ 焼酎（ボトル）－ 

 ・黒よかいち ＜芋＞ (720ml)       $  88.00  

 ・海童 ＜芋＞ (720ml)          116.00 


