
本体価格・・・ 1,500円 

 江戸前穴子一本揚げ 

      ＆海老天丼 

(税込1,650円） 



本体価格・・・ 1050円 

 焼きあがったとうふステーキにチーズをのせ 

  とろけるまで炙ります。 

（税込1,155円） 



今月のおすすめ 

・自家製さくら豆腐 

・筍のみそ焼き 

・レアクリームチーズのみそ漬け 

・春の山菜天ぷら 

・北海ホタテの焦がしバター焼き 

・桜エビと空豆のかき揚げ 

600円 

700円 

450円 

600円 

750円 

・筍のみそ焼き ・和辛豆富 ・空豆（焼き） 

(税込 660円） 

980円 

・和辛豆富（七味・からし・青のり・あさつき） 

・地場産 空豆（塩茹で or 焼き） 

590円 

600円 

450円 

・白ハマグリ酒蒸し 
(税込 770円） 

(税込 495円） 

(税込 495円） 

(税込 660円） 

(税込 660円） 

(税込 1,078円） 

(税込 825円） 

(税込 649円） 



・海老と春野菜の自家製春巻き 
桜塩をつけて… 

・山芋の磯辺揚げ 

700円 

600円 

・湘南畳いわしと 

   干しホタルイカの炙り炭焼き 

600円 

(税込 770円） 

(税込 660円） 

(税込 660円） 

お客様に炭で 

 炙り焼いていただきます 

天つゆで… 



1.45201

旬の刺身 

・ホタルイカの酢みそ 

・馬刺しのユッケ風 

・炙り〆サバ刺身 

・地アジなめろう（一尾） 

600円 

880円 

950円 

850円 

・小田原産 金目煮付け 990円 

・サーモンと生ダコのカルパッチョ 

850円 

・ホタルイカの刺身 

600円 

950円 

・お刺身でも食べれる 

    生アジフライ（大 一尾) 
 

・板前さんの作る ～甘めの～ 

   焼きたてふわふわ玉子焼き 

・出来立てだし巻き玉子 

650円 

600円 

 ホタルイカの刺身 

 だし巻き玉子 

(税込 1,045円） 

(税込 660円） 

(税込 715円） 

(税込 660円） 

(税込 660円） 

(税込 1,045円） 

(税込 935円） 

(税込 968円） 

(税込 935円） 

(税込 1,089円） 



(税込1,485円） 

1350円 



本体価格・・・ 980円 

アボカド効果：腸内の悪玉菌を減少させ、腸内環境を整える 

        働きがあり、またコレステロールや中性脂肪を 

        減少させ、動脈硬化を防ぐ働きも！ 
 

   鮪効果：たんぱく質・鉄分・良質脂肪分・カリウム等の 

        ミネラルも豊富で、緑黄野菜をたっぷり付け合わせると 

        よりいっそう健康食になります！  

（税込1,078円） 
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ごはん 。みそ汁・呑物・サラダ村

希籍1,600円

自家製
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ごはん 。みそう十。本物・サラダ村

希簿1,600円

食べて元気になる

豚肉にはビタミンB類が多く

含まれています。ヒレ肉には
「カルニチン」成分が豊富に

含まれていてカルニチンは

脂肪を燃焼してくれる働きが

あります。
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ヒレカツ御膳
ヒレカツ単品 稀籍1,200円

鮪は健康食材

頭の働きを良くするDHA
動脈硬化を防ぐタウリン

成人病を予防する巨PA
良質のタンパク質ビタミン・ミネラル
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鮪トロカツ単品 稀総1,200円
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～秋･冬限定～ 
※ご提供までお時間少々かかります 









その日の新鮮な魚介類を 

程よく炙った丼は絶品。 

ぜひ一度ご賞味ください。 

本体価格・・・ 907円 
(税込998円） 



〈独自製法で手間暇かけ作った、 

   苦味が少ないものの濃厚であることが特徴的な味わいのアイス〉 

〈平釜で時間をかけて炊き上げたこだわりの塩が、 

         マイルドな甘みを引き立てるアイス〉 

・ホワイトコーヒー アイス 

・一番茶のみ使用 

     濃厚抹茶アイス 

400円 

400円 

400円 

・ロイヤルバニラ アイス 

450円 

プレミアム 

〈京都府産一番茶のみを使用した、抹茶本来の旨味が味わえるアイス〉 

〈バニラビーンズがたっぷり入った、バニラアイス〉 

・塩ミルク アイス 

・レアチョコレート アイス 

400円 

〈まろやかでちょっぴりビターな本格的チョコレートアイス〉 

・塩ミルクアイス ・濃厚抹茶アイス 

(税込 440円） 

(税込 440円） 

(税込 440円） 

(税込 440円） 

(税込 495円） 



◆国産馬刺し・赤身刺身 

～馬肉は 
 体に優しい健康食～ 

（本体価格） １,２００円 

◆国産馬刺し・上霜降り刺身 （本体価格） １,８９０円 

低カロリー・高たんぱく 
牛・豚肉に比べ低カロリー・高たんぱく 

と同じ位なのに鉄分は5～8倍、 

カルシウムは牛豚の3～4倍！ 

そして、美肌効果も！ 

低脂肪 
低脂肪・高たんぱく・鉄分豊富・ 

グリコーゲン豊富で悪玉コレステロール

を消し、善玉コレステロールを増やす 

現代人の理想のお肉！ 

ミネラル豊富 
馬肉はビタミンやミネラル類・ 

グリコーゲンが豊富でまさに 

肉のサプリメント！ 

カルシウムは牛肉・豚肉の3倍！ 

さらに鉄分はほうれん草・ひじきより多い！ 

(税込 1,320円） 

(税込 2,079円） 













活きな魚を匠の技で…。旬のネタを豊富に取り揃えてます！！お好きなテーブル席やお座敷でオ ーダー承ります。













かぐや姫
寿司、刺身、天婦羅、旬菜鉢荼碗蒸し、香の物、汁物、自家製デザート（全8品） ::3,300円

華の舞天婦羅膳
天婦羅盛合せ（海老2本・魚1種•野菜割重）、
茶碗蒸し、ご飯、香の物、汁物
（知品） 翡1,860円

松花堂～しょうかどう～
刺身、天婦羅、焼魚、煮物、
茶碗蒸し、小鉢、ご飯、香の物、汁物
（全9品） 翡2.500円

＊お時間が30分程かかります。

ギ

本体値格は税抜き表記です． 別途消費税がかかりますので予めご承知願います。※天畿等仕入れの状況により多少内容が異なる場合がございます。








