




Sｅａｓｏｎｅｄ　ｏｍｌｅｔｔ （ｔａｍａｇｏ） 玉子 ｋａｉｗａｒｅ　ｒａｄｉｓｈ
Fryingfish  rｏｅ （ｔｏｂｂｉｋｏ）  とびっ子 ｊａｐａｎｅｓｅ　ｙａｍ
Sｑｕｉｄ’ｓ　ｔｅｎｔａｃｌｅｓ （ｇｅｓｏ） げそ ｐｉｃｋｌｅｄ　ｒａｄｉｓｈ
Squid & mixed pollock roｅ ｃｕｃｕｍｂｅｒ　

& Hot red peppers （ｉｋａｍｅｎｔａｉｋｏ） いか明太子 ｆｅｒｍｅｎｔｅｄ　ｓｏｙｂｅａｎｓ
Nishitake （nishiitake） 煮椎茸 ｐｌｕｍ ｐａｓｔｅ ＆ ｓｈｉｓｏ ｌｅａｆ ｍｉｘｔｕｒｅ ｍｏｓｔ

ｃｏｍｍｏｎｌｙ ｓｅｒｖｅｄ in ｍａｋｉ ｆｏｒｍ，ｒａｔｈｅｒ ｓｗｅｅｔ
Gｉｚｚａｒｄ　ｓｈａｄ （ｋｏｈａｄａ） 小肌
Sｈｒｉｍｐ （ｅｂｉ） えび ｄｒｉｅｄ　ｇｏｕｒｄ　ｓｔｒｉｐｓ
Oｃｔｏｐｕｓ （ｔａｋｏ） たこ squid & mixed pollock roｅ
Nｏｒｔｈｅｒｎ(ｐｉｎｋ) ｓｈｒｉｍｐ（ａｍａｅｂｉ） 甘海老 & hot red peppers
Sａｌｍｏｎ　 （salmon/ｓａｋｅ） サーモン squid's tentacles & mayonnaise （ｇｅｓｏｍａｙｏ　ｍａｋｉ）
Aigamo （aigamo） 合鴨 fryingfish roe （ｔｏｂｂｉｋｏ　ｍａｋｉ）
Jａｐａｎｅｓｅ　ｓａｒｄｉｎｅ （ｉｗａｓｈｉ） いわし

Southern bluefin lean tuna （ａｋａｍｉ） 赤身 southern bluefin lean tuna （ｔｅｋｋａ　ｍａｋｉ）
Japanese horse mackrel （ａｊｉ） あじ
Sｑｕｉｄ （ｉｋａ） いか ａｌａｓｋａ　ｐｏｌｌｏｃｋ　ｒｅｏ （ｔａｒａｋｏ　ｍａｋｉ）　
Japanese red sea bream （ｔａｉ） たい ｃｏｎｇｅｒ ｅａｌ & ｃｕｃｕｍｂｅ（ａｎａｋｙｕ　ｍａｋｉ）
Cｏｎｇｅｒ　ｅａｌ （ａｎａｇｏ） 穴子 ｈｅｒｒｉｎｇ　ｒｏｅ （ｋａｚｕｎｏｋｏ　ｍａｋｉ）
Great amberjack （ｋａｎｐａｃｈｉ） かんぱち
Chinese  surf　ｃｌａｍ （ａｏｙａｇｉ） 青柳 ｓｅａ　ｕｒｃｈｉｎ　ｅｇｇｓ （ｕｎｉ　ｍａｋｉ）
Sｃａｌｌｏｐ （ｈｏｔａｔｅｇａｉ） 帆立貝 ｓａｌｍｏｎ　ｒｏｅ （ｉｋｕｒａ　ｍａｋｉ）
Aｌａｓｋａ　ｐｏｌｌｏｃｋ　ｒｏｅ　 （ｔａｒａｋｏ） たらこ snow crab & mayonnaise（ｋａｎｉｍａｙｏ　ｍａｋｉ）
Skipjack tuna （ｋａｔｈｕｏ） かつお fatty tuna & welsh onion （ｎｅｇｉｔｏｒｏ ｍａｋｉ）
Pａｃｉｆｉｃ　ｍａｃｋｅｒｅｌ （ｓａｂａ） さば brougton's arc shell rope （ｈｉｍｏｋｙｕ　ｍａｋｉ）

& cucumber
Kujira （kujira） くじら
Sｍａｌｌ　ｇｒｅｅｎ　ｏｎｉｏｎｓ （ｍｅｎｅｇｉ） 芽ねぎ
ｈｅｒｒｉｎｇ　ｒｏｅ （ｋａｚｕｎｏｋｏ） 数の子
Japanese egg ｃｏｃｋｌｅ （ｔｏｒｉｇａｉ） とり貝
Chinese surf ｃｌａｍ （ｋｏｂａｓｈｉｒａ） 小柱
Mａｎｔｉｓ　ｓｈｒｉｍｐ （ｓｈａｋｏ） しゃこ

Wｈｉｔｅ　ｋｉｎｇｆｉｓｈ （ｓｈｉｍａａｊｉ） しまあじ
Wｈｉｔｅ　ｇａｐｅｒ （ｓｈｉｒｏｍｉｒｕｇａｉ）白みる貝
Sｕｒｆ　ｃｌａｍ （ｈｏｏｋｉｇａｉ） 北寄貝
Snow crab，queen crab （ｋａｎｉｎｉｋｕ） かに肉
Sａｌｍｏｎ　ｒｏｅ （ｉｋｕｒａ） いくら
Bastard halibut （ｈｉｒａｍｅ） ひらめ
Pａｓｉｐｈａｅｉｄａｅ （ｓｈｉｒａｅｂｉ） 白えび

Bｅｌｌｙ ｏｆ ｔｕｎａ ｗｉｔｈ 
a ｍｅｄｉｕｍ ｆａｔ ｃｏｎｔｅｎｔ （ｃｈｕｔｏｒｏ） 中とろ
Brougton's arc shell rope（ａｋａｇａｉｈｉｍｏ） 赤貝ひも
Sｅａ　ｕｒｃｈｉｎ　ｅｇｇｓ （ｕｎｉ） うに

ｐｒｅｓｓｅｄ ｉｎｔｏ ｔｈｉｎ ｓｈｅｅｔｓ，ｕｓｅｄ ｍｏｓｔｌｙ
Brougton's  ａｒc　ｓｈｅｌｌ （ａｋａｇａｉ） 赤貝 ａｓ ａ ｇａｒｎｉｓｈ ｏｒ ｔｏ ｍａｋｅ ｍａｋｉ ｓｕｓｈｉ．
Fａｔｔｙ　ｔｕｎａ （jouｔｏｒｏ） 上とろ

Bｅｌｌｙ ｏｆ ｔｕｎａ ｗｉｔｈ 
ａ ｈｉｇｈ ｆａｔ ｃｏｎｔｅｎｔ （ｏｏｔｏｒｏ） 大とろ ガリ

Aｂａｌｏｎｅ （ａｗａｂｉ） あわび シャリ

生姜

山葵

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　140ｙｅｎ

Ｓｐｉｃｅｓ　＆　Ｓｅｅｄｓ

Ｇｉｎｇｅｒ　ｒｏｏｔ Ｓｈｏｇａ

海苔

Ｓｈｉｒｏｍｉ 白身

Ｓｅａｗｅｅｄ

Ｐｕｒｐｌｅ（ｄａｒｋ ｇｒｅｅｎ，ｂｌａｃｋ）ｌａｖｅｒ ｓｅａｗｅｅｄ

Ｆｉｓｈ ｓｅｒｖｅｄ ａｓ ｓｕｓｈｉ ｏｒ ｓａｓｈｉｍｉ ｗｈｉｃｈ

Ｇｒｅｅｎ，ｖｅｒｙ　ｈｏｔ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｈｏｒｓｅｒａｄｉｓｈ． Ｗａｓａｂｉ

Ａ　ｓｕｓｈｉ　ｂｅｒ　ｔｅｒｍ　ｆｏｒ　ｐｉｃｋｌｅｄ　ｇｉｎｇｅｒ． Ｇａｒｉ

Ａ　ｓｕｓｈｉ　ｂａｒ　ｔｅｒｍ　ｆｏｒ　ｓｕｓｈｉ　ｒｉｃｅ． Ｓｈａｒｉ

ｆｏｒ　ｅｘａｍｐｌｅ，ｔａｉ，ｈｉｒａｍｅ，ｋａｒｅｉ．　

ｆｉｓｈ　ｓｋｉｎ　ｌｅｆｔ　ｏｎ．
Ｔｙｐｉｃａｌ　ｏｆ　ｉｗａｓｈｉ，ａｊｉ，ｓａｙｏｒｉ，ｓａｎｍａ，
ｋｏｈａｄａ.

Ｓｕｓｈｉ ｂａｒ ｔｅｒｍ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｉｓｈ ｔｏｐｐｉｎｇ ｉｎ
ｎｉｇｉｒｉ　ｓｕｓｈｉ．

520ｙｅｎ

Ｎｅｔａ/Ｔａｎｅ

ａｒｅ　ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙ　ｗｈｉｔｅ　ｉｎ　ｃｏｌｏｒ，

ﾈﾀ/ﾀﾈ

いくら巻

（ｔａｋｕａｎ　ｍａｋｉ）
（ｋａｐｐａ　ｍａｋｉ）

数の子巻

かにマヨ巻

Ｈｉｋａｒｉｍｏｎｏ 光物

Ｇｅｎｅｒａｌ　ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ　ｆｏｒ　ｄｉｓｃｕｓｓｉｎｇ　ｆｉｓｈ

ねぎとろ巻
ひもきゅう巻

Ｆｉｓｈ ｓｌｉｃｅｄ ｆｏｒ ｓｅｒｖｉｎｇ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｓｉｌｖｅｒ

（ｎａａｔｏｕ　ｍａｋｉ）　

うに巻

いか明太子巻
げそマヨ巻

穴きゅう巻

とびっ子巻

梅しそ巻
かんぴょう巻（ｋａｎｐｙｏ　ｍａｋｉ）

（ｕｍｅｓｈｉｓｏ　ｍａｋｉ）

たくあん巻
かっぱ巻

Ｓｕｓｈｉ ｒｉｃｅ（ｒｉｃｅ ｔｏ ｗｈｉｃｈ ｖｉｎｅｇａｒ，ｓｕｇｅｒ ａｎｄ ｓａｌｔ ａｒｅ ａｄｄｅｄ）ｉｓ ｐｒｅｓｓｅｄ ｂｙ ｈａｎｄ ｉｎｔｏ ｂｉｔｅ-

ｐｏｒｔｉｏｎｓ ｓｈｅｌｌｆｉｓｈ，ｏｒ ａ ｔｈｉｃｋ ｓｌｉｃｅ ｏｆ ｓｅａｓｏｎｅｄ ｏｍｅｌｅｔ ｉｓ ｔｈｅｎ ｐｒｅｓｓｅｄ ｏｎ ｔｏｐ.

Ｔｈｉｓ  ｉｓ  ｔｈｅ　ｆｏｒｍ　ｏｆ　ｓｕｓｈｉ　ｂｅｓｔ　ｋｎｏｗｎ　ｏｕｔｓｉｄｅ　Ｊａｐａｎ.

Ｓｕｓｈｉ ｒｉｃｅ ｉｓ ｐｌａｃｅｄ ｏｎ ａ ｓｈｅｅｔ ｏｆ ｄｒｉｅｄ ｓｅａｗｅｅｄ，ｗｉｔｈ ｖａｒｉｏｕｓ ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ ａｒｒａｎｇｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｒｉｃｅ ｓｕｃｈ 

ｆｌｅｓｈ ｆｉｓｈ，ｆｌｅｓｈ ｇｒｅｅｎｓ，ｄｒｉｅｄ ｇｏｕｒｄ，ｅｔｃ．

（ｋａｉｗａｒｅ　ｄａｉｋｏｎ　ｍａｋｉ）
（ｙａｍａｉｍｏ　ｍａｋｉ）　

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　320ｙｅｎ

Hosomaki　zｕｓｈｉNigiri　ｚｕｓｈｉ

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　100ｙｅｎ

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　180ｙｅｎ

420ｙｅｎ

220ｙｅｎ

320ｙｅｎ

納豆巻

（ｉｋａｍｅｎｔａｉｋｏ　ｍａｋｉ）

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　220ｙｅｎ

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　260ｙｅｎ

鉄火巻

たらこ巻

貝割れ大根巻
山芋巻

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　400ｙｅｎ

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　500ｙｅｎ

Ａ　Ｐｉｅｃｅ　600ｙｅｎ

Ｎｏｒｉ

                    
 

 

                                             
 



Ｓｌｉｃｅｓ　ｏｆ　ｖｅｒｙ　ｆｌｅｓｈ　ｒａｗ　ｆｉｓｈ．Ｔｈｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｓａｓｈｉｍｉ　ａｎｄ　ｓｕｓｈｉ　ｉｓ　ｔｈａｔ　ｓｕｓｈｉ

ｉｓ　ｓｅｒｖｅｄ　ｏｎ　ａ　ｂｅｄ　ｏｆ　ｖｉｎｅｇａｒｅｄ　　ｒｉｃｅ．

Ｂｅｅｒ ビール
ｓｑｕｉｄ’ｓ　ｔｅｎｔａｃｌｅｓ （ｇｅｓｏ） げそ Ｄｒａｆｔ　Ｂｅｅｒ　350ml 生ビール（中ジョッキ 570ｙｅｎ
Squid & mixed pollock roｅ Ｄｒａｆｔ　Ｂｅｅｒ  200ml 生ビール（グラス） 320ｙｅｎ

& Hot red peppers （ｉｋａｍｅｎｔａｉｋｏ） いか明太子 Ｂｏｔｔｌｅ　Ｂｅｅｒ 瓶ビール（中） 550ｙｅｎ
Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｓｐｉｒｉｔ 酎ハイ
ｏｏｌｏｎｇ tea & ｓｐｉｒｉｔ ウーロンハイ 400ｙｅｎ

Aigamo （aigamo） 合鴨 ｌｅｍｏｎ　＆　ｓｐｉｒｉｔ レモンハイ 400ｙｅｎ
Sａｌｍｏｎ　 （salmon/ｓａｋｅ） サーモン ｗａｔｅｒ　＆　ｓｐｉｒｉｔ 水割りハイ 400ｙｅｎ
ｇｉｚｚａｒｄ　ｓｈａｄ （ｋｏｈａｄａ） 小肌 ｈｏｔ ｗａｔｅｒ ＆ ｓｐｉｒｉｔ お湯割りハイ 400ｙｅｎ

ｓｏｄａ ｗａｔｅｒ & ｓｐｉｒｉｔ 炭酸割りハイ 400ｙｅｎ
ｎｏｒｔｈｅｒｎ(ｐｉｎｋ) ｓｈｒｉｍｐ（ａｍａｅｂｉ） 甘海老 pickled Japanese plum
ｓａｒｄｉｎｅ （ｉｗａｓｈｉ） いわし & spirit 梅ハイ（紀州梅干し） 550ｙｅｎ
Oｃｔｏｐｕｓ （ｔａｋｏ） たこ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＳＡＫＥ 酒

ｓａｋｅ 日本酒（一合） 400ｙｅｎ
ｎａｍａｓａｋｅ 生酒 840ｙｅｎ

southern bluefin lean tuna（ａｋａｍｉ） 赤身 Ｗｈｉｓｋｙ ウィスキー
japanese horse mackrel （ａｊｉ） あじ Ｗｈｉｓｋｙ　ａｎｄ　ｗａｔｅｒ水割り（ｵｰﾙﾓﾙﾄｸﾗﾌﾞ） 400ｙｅｎ
ｓｑｕｉｄ （ｉｋａ） いか ｗｉｎｅ ワイン
japanese red sea bream （ｔａｉ） たい ｇｌａｓｓ　ｏｆ　ｒｅｄ　ｗｉｎｅグラスワイン（赤） 370ｙｅｎ
ｃｏｎｇｅｒ  ｅａｌ （ａｎａｇｏ） 穴子 ｇｌａｓｓ ｏｆ ｗｈｉｔｅ ｗｉｎｅグラスワイン（白） 370ｙｅｎ
chinese  surf　ｃｌａｍ （ａｏｙａｇｉ） 青柳 ｓｏｆｔ　ｄｒｉｎｋ ソフトドリンク
ｊａｐａｎｅｓｅ ａｍｂｅｒｊａｃｋ （ｋａｎｐａｃｈｉ） かんぱち Ｏｏｌｏｎｇ ｔｅａ ウーロン茶 250ｙｅｎ
ｓｃａｌｌｏｐ （ｈｏｔａｔｅｇａｉ） 帆立貝 Ｏｒ・ａｎｇｅ　ｊｕｉｃｅ オレンジジュース 250ｙｅｎ
ｈｅｒｒｉｎｇ　ｒｏｅ （ｋａｚｕｎｏｋｏ） 数の子 Ｃｏ・ｃａ－Ｃｏ・ｌａ コカ・コーラ 250ｙｅｎ
ｓｅａ　ｕｒｃｈｉｎ　ｅｇｇｓ （ｕｎｉ） うに
chinese  surf　ｃｌａｍ？ （ｋｏｂａｓｈｉｒａ） 小柱
ｐａｃｉｆｉｃ　ｍａｃｋｅｒｅｌ　 （ｓａｂａ） さば
skipjack tuna （ｋａｔｈｕｏ） かつお

Kujira （kujira） くじら
ｍａｎｔｉｓ　ｓｈｒｉｍｐ （ｓｈａｋｏ） しゃこ
japanese egg ｃｏｃｋｌｅ （ｔｏｒｉｇａｉ） とり貝

Wｈｉｔｅ　ｇａｐｅｒ （ｓｈｉｒｏｍｉｒｕｇａｉ）白みる貝
ｗｈｉｔｅ　ｋｉｎｇｆｉｓｈ （ｓｈｉｍａａｊｉ） しまあじ
ｓｕｒｆ　ｃｌａｍ （ｈｏｏｋｉｇａｉ） 北寄貝
snow crab，queen crab （ｋａｎｉｎｉｋｕ） かに肉
ｓａｌｍｏｎ　ｒｏｅ （ｉｋｕｒａ） いくら
bastard halibut （ｈｉｒａｍｅ） ひらめ
brougton's arc shell rope（ａｋａｇａｉｈｉｍｏ） 赤貝ひも
ｐａｓｉｐｈａｅｉｄａｅ （ｓｈｉｒａｅｂｉ） 白海老

Fａｔｔｙ　ｔｕｎａ （jouｔｏｒｏ） 上とろ
brougton's  ａｒc　ｓｈｅｌｌ （ａｋａｇａｉ） 赤貝

ｂｅｌｌｙ ｏｆ ｔｕｎａ ｗｉｔｈ  
ａ ｍｅｄｉｕｍ ｆａｔ ｃｏｎｔｅｎｔ （ｃｈｕｔｏｒｏ） 中とろ

ｂｅｌｌｙ ｏｆ ｔｕｎａ ｗｉｔｈ 
ａ ｈｉｇｈ ｆａｔ ｃｏｎｔｅｎｔ （ｏｏｔｏｒｏ） 大とろ

ａｂａｌｏｎｅ （ａｗａｂｉ） あわび

350ｙｅｎ

500ｙｅｎ

650ｙｅｎ

850ｙｅｎ

2,000ｙｅｎ

Ｄｒｉｎｋ

1,200ｙｅｎ

Ｓａｓｈｉｍｉ

1,250ｙｅｎ

950ｙｅｎ
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