
(d.e)

次のページから前菜を１品もしくは２品お選び下さい。

冷前菜が２品、温前菜が２品、もしくは１品ずつお選び頂いても構いません。

*****

主菜
　　次のページから主菜を１品お選び下さい。主菜にはご飯が付きます。

*****

デザート

4品 / 47,00€
(前菜１品の場合)

5品 / 52,00€
(前菜２品の場合)

おまかせ寿コースメニュー

こちらは５品での提供となります。通常の寿メニューとは異なるお料理を提供させ
て頂きます。ご希望の方はご予約日の前日までにお知らせ下さい。アレルギー対

応も大丈夫です。

5品 / 57,00€

前菜

寿コースメニュー

突き出し
(a.b.c.d.f.g.h.6)

野菜のみのお寿司をご希望の方は事前にご連絡をお願いします。それと小鉢１つが付きます。

*****



(追加 7Euro頂戴いたします)

(和牛価格リストあります）

アレルギー表示

a. 大豆   b. グルテン (#b. グルテン無しでも対応可能)   c. 魚介類

d. 卵   e. 乳製品   f. マスタード　 g. 胡麻   h. ホタテ、エスカルゴ等の軟体動物

i. セロリ   

食品添加物

1. 着色料   2. 酸化防止剤  3. 甘味料   4. アスパルテーム

5. カフェイン   6. 亜硫酸   7. 二酸化硫黄、硫酸塩

各料理の後に記載されている(a.b.c)の意味は、アレルギー又は食品添加物の

詳細となります。

*お寿司の盛り合わせ (a.#b.c.d.g)

*日本産和牛サーロイン (a.#b)

----------------------------------------

*ヘレフォード種 ドライエイジングサーロイン (a.#b)

* 照り焼きチキン (a.#b.e)

主菜

*鮭、白身魚の鉄板焼き、味噌ソース添え (c.e.h)

*豆腐ステーキ、焼き野菜、生姜ソース添え (a.#b)

冷前菜

*サーモンとアボガドの柚子胡椒和え (a.#b.c)

温前菜

*ホタテカツとタルタルソース (a.b.d.h)

* キノコと玉ねぎのポン酢バター炒め (a.b.e)

寿・コースメニュー



 

２．寿コースメニュー等との組み合わせてのご予約はお
断りさせて頂きます、ご了承下さい。

３．アレルギーや苦手な物につきましてはご予約の際に
お申し付けください。当日での代わりの食材をご用意出

来ない場合がございます。

お１人様、７品コース税込み85€

ご予約に際して

おまかせコースメニュー

１．ご予約は３日前までにてお願いいたします。



欧州ビーフ、野菜、豆腐、白滝

自家製ポン酢と自家製ゴマダレにてご賞味下さい。

その他のお鍋もご用意可能ですので、一度ご相談下さい

鍋物

〆は雑炊です

-----------------------------------------------------------------

お願い

ご予約は２名様から４名様にて、２日前にご連絡をお願いいたします。

A) すき焼き: お１人様45€

欧州ビーフ、 野菜、豆腐、春雨、BIO生卵

〆はうどんです

B) しゃぶしゃぶ: お１人様45€



(1) 純米酒  0.03L/ 4,00€  0.15L/ 15,00€  0.3L/30,00€

(2) 純米吟醸酒  0.03L/ 5,00€  0.15L/ 16,00€  0.3L/32,00€

(3) 純米大吟醸酒  0.03L/ 6,00€  0.15L/ 18,00€  0.3L/36,00€

純米酒・熱燗 0.15L 15,00 €

(4) にごり酒

(5) ゆず酒                0.03L/ 6,50€  0.1L/ 14,00€

(6) 梅酒                0.03L/ 6,50€  0.1L/ 14,00€

利き酒セット　(1,2,3) x 0.03L 13,00 €
桜利き酒セット  (4,5,6) x 0.03L 14,00 €

グラウブルグンダー種 Wein Freund 0.1L 5,50 €

ファルツ, ドイツ 0.75L 25,50 €

ソーヴィニヨンブラン種 La Rambarde 0.75L 33,00 €

ロワール,フランス

シャルドネ種 Les Jamelles 0.75L 33,00 €

ブルゴーニュ, フランス

ネロ ダ―ヴォラ種 Regaleali 0.1L 7,00 €

シチリア,イタリア

メルロー, Ch. Langlet Graves 0.75L 35,00 €
カベルネ・ソーヴィニヨン種 ボルドー,フランス

サンジョヴェーゼ種 San Jacopo 0.75L 40,00 €
(D.O.C.G) トスカーナ,イタリア

スパークリングワイン 0.1L 7,00 €

梅スパークリングワイン 0.1L 9,00 €

赤ワイン (7)

白ワイン (7)

スパークリングワイン ALC 12%

お飲み物

日本酒



キリン 0.33L 3,80 €
アサヒ 0.33L 3,80 €
ビットブルガー (ピルス or アルコールフリー) 0.33L 3,30 €
エアディンガー (白ビール or アルコールフリー) 0.33L 3,60 €

焼酎 0.04L 6,00 €
ウィスキー 0.06L 12,00 €

コカ・コーラ (1,5) 0.2L 2,80 €
コカ・コーラZero (1,3,4,5) 0.2L 2,80 €
アプフェルショーレ 0.25L 2,80 €
ミネラルウォーター、ガス入り、ガス無し 0.25L 2,80 €

0.75L 7,80 €

カルピス (e) 0.3L 4,80 €
マンゴーカルピス (e) 0.3L 4,80 €
自家製ジンジャーエール 0.3L 4,80 €
自家製柚子レモネード 0.3L 4,80 €
ラムネ 0.2L 3,50 €

煎茶 (5) 4,00 €
玄米茶 (5) 4,00 €
ほうじ茶 (5) 4,00 €

生姜湯 3,70 €
ジャスミンティー (5) 4,00 €

コーヒー (5) 3,00 €
エスプレッソ (5) 3,00 €

瓶ビール

食後酒

お茶、コーヒー

お飲み物

ソフトドリンク


