
令　和

700円(税込)750円

400円(税込)430円

400円(税込)430円

1,500円(税込)1,620円から

1,200円(税込)1,290円から

1,200円(税込)1,290円から

1,200円(税込)1,290円

37,000円
(税込)39,960円

24,000円
(税込)25,920円

10,000円 (税込)10,800円

5,000円 (税込)5,400円
（2～3名様用）

（4～5名様用）

6,000円
 (税込)6,480円

8,000円
 (税込)8,640円

10,000円
 (税込)10,800円

※お引き取り特典お車代として1000円おね引きさせて頂きます。



■上にぎり
 （１人前） 2,800円（税込）3,020円
 (1.5人前) 3,800円（税込）4,100円

■にぎり
 （１人前） 1,400円（税込）1,510円
 (1.5人前) 2,100円（税込）2,260円

■上盛合せ
 （１人前） 1,600円（税込）1,720円
 (1.5人前) 2,250円（税込）2,430円

■盛合せ
 （１人前） 1,000円（税込）1,080円
 (1.5人前) 1,500円（税込）1,620円

■大漁盛り
 （１人前） 2,000円（税込）2,160円

■お子様すし
 （１人前） 800円（税込）860円

■上にぎり
 （3人前皿） 8,400円 （税込）9,070円
 （4人前皿） 11,200円 （税込）12,090円
 （5人前皿） 14,000円 （税込）15,120円

■盛合せ
 （3人前皿） 3,000円 （税込）3,240円
 （4人前皿） 4,000円 （税込）4,320円
 （5人前皿） 5,000円 （税込）5,400円

■大漁盛り
 （3人前皿） 6,000円 （税込）6,480円
 （4人前皿） 8,000円 （税込）8,640円
 （5人前皿） 10,000円 （税込）10,800円

■中にぎり
 （3人前皿） 6,600円 （税込）7,120円
 （5人前皿） 11,000円 （税込）11,880円

■にぎり
 （3人前皿） 4,200円 （税込）4,530円
 （5人前皿） 7,000円 （税込）7,560円

■上盛合せ
 （3人前皿） 4,800円 （税込）5,280円
 （4人前皿） 6,400円 （税込）6,910円
 （5人前皿） 8,000円 （税込）8,640円

+にぎり3ヶ

■中にぎり
 （１人前） 2,200円（税込）2,370円

■うな重
 （１人前） 2,600円（税込）2,800円

■上寿司定食
 （１人前） 2,200円（税込）2,370円
 (吸物付)+にぎり4ヶ

■中盛合せ
 （１人前） 1,400円（税込）1,510円

■特上にぎり
 （１人前） 4,000円（税込）4,320円

■大阪すし
 （１人前） 950円（税込）1,020円



■金閣
 10,000円
 （税込）10,800円

■嵯峨野

6,000円（税込）6,480円

■嵐山

5,000円（税込）5,400円

■高雄

4,000円（税込）4,320円

■鴨川

3,500円（税込）3,780円

■銀閣
 7,500円
 （税込）8,100円

■八坂／ 3,000円（税込）3,240円

■もみじ／ 2,000円（税込）2,160円

■お子様幕の内／1,500円（税込）1,620円 ■お食い初め膳／3,800円（税込）4,100円

■かえで／ 1,800円（税込）1,940円

■ききょう／ 1,400円（税込）1,520円

➡200円（税込）210円UP

➡200円（税込）210円UP

■清水／ 2,500円（税込）2,700円

➡300円（税込）320円UP
➡500円（税込）540円UP

➡500円
　（税込）540円UP

➡600円
　（税込）640円UP



■京小町
　1,900円
（税込）2,050円

■京舞子
　2,700円
（税込）2,910円

■利休
　2,300円
　（税込）2,480円

■かぐや姫
　2,500円
（税込）2,700円

■弁慶
　2,600円
　　（税込）2,800円

玉　　子…100円（税込）100円
文甲イカ…150円（税込）160円
ハ マ チ…150円（税込）160円
タ　　コ…200円（税込）210円
マ グ ロ…200円（税込）210円
サーモン…200円（税込）210円
キ　　ス…200円（税込）210円
サ ヨ リ…200円（税込）210円

■ウナギ棒すし／ 3,000円
（税込）3,240円

■助六／ 900円
（税込）970円

■サラダ巻／ 1,000円
（税込）1,080円

■三色巻／ 1,200円（税込）1,290円
■小ダイ棒すし／ 2,200円

（税込）2,370円
■小ダイ棒すし／ 2,200円

（税込）2,370円
■サバ棒すし／ 2,200円

（税込）2,370円
■サバ棒すし／ 2,200円

（税込）2,370円

■上ちらし／2,500円
（税込）2,700円

■江戸前ちらし／1,800円
（税込）1,940円

■てこねちらし
   1,500円(納豆入り)
    （税込）1,620円

■ちらし
　クラシック
　1,400円
　 （税込）1,510円

エ　　ビ…250円（税込）270円
タ　　イ…250円（税込）270円
カンパチ…250円（税込）270円
剣先イカ…250円（税込）270円
貝      柱…250円（税込）270円
ト リ 貝…300円（税込）320円
ア ナ ゴ…350円（税込）370円
イ ク ラ…350円（税込）370円

ヒ ラ メ…350円（税込）370円
シマアジ…350円（税込）370円
数 の 子…350円（税込）370円
う な ぎ…400円（税込）430円
ウ      ニ…400円（税込）430円
あ わ び…500円（税込）540円
赤　　貝…600円（税込）640円
ト　　ロ…800円（税込）860円

イ カ 胡 巻（１本）500円（税込）540円
イカしそ巻（１本）500円（税込）540円
イカ明太巻（１本） 500円（税込）540円
鉄　火　巻（１本）600円（税込）640円
う な 胡 巻（１本）600円（税込）640円
穴　胡　巻（１本）600円（税込）640円
トロ鉄火巻（１本）1600円（税込）1720円
ネギトロ巻（１本）1600円（税込）1720円

きゅうり巻（１本）300円（税込）320円
新　香　巻（１本）300円（税込）320円
し　そ　巻（１本）300円（税込）320円
梅くらげ巻（１本）300円（税込）320円
ウィンナー巻（１本）300円（税込）320円
玉　子　巻（１本）300円（税込）320円
納   豆   巻（１本）350円（税込）370円
エビマヨ巻（１本）  500円（税込）540円

い　な　り（１ヶ）　100円（税込）100円
　　　　　（１人前）800円（税込）860円

…………………………………
海　鮮　巻（１本）1800円（税込）1940円
巻　寿　司（１本）　500円（税込）540円
上 巻 寿 司（１本）1000円（税込）1080円

恵   方   巻（１本）650円（税込）700円
磯　　　巻（１本）500円（税込）540円
サバ箱すし（１本）500円（税込）540円
穴子箱すし（１本）600円（税込）640円
タイ箱すし（１本）800円（税込）860円
エビ箱すし（１本）800円（税込）860円
サ ラ ダ 巻（１本）1000円（税込）1080円

■赤飯折
（杉折入）
（700g）

2,000円
（税込）2,160円

（500g）

1,400円
（税込）1,510円

（300g）1,800円（税込）1,940円
～（2.5kg）7,000円（税込）7,560円

4,000円
（税込）4,320円

5,000円
（税込）5,400円

4,000円
（税込）4,320円

5,000円
（税込）5,400円

■風／ 3,000円
（税込）3,240円

■虹／ 4,000円
（税込）4,320円

■空／ 5,000円
（税込）5,400円
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