
営業時間 9:30～20：00
所在地 〒441-3613

愛知県田原市古田町エゲノ前125

ＴＥＬ 0531-33-0757
ＦＡＸ 0531-32-3365

営業時間 9:30～20：00
所在地 〒441-0101

愛知県豊川市宿町佐平山56

ＴＥＬ 0533-78-4541
ＦＡＸ 0533-78-2348

営業時間 9:30～20：00
所在地 〒441-8101

愛知県豊橋市山田町字西山11-1

ＴＥＬ 0532-37-5281
ＦＡＸ 0532-37-5283

営業時間 9:30～20：00
所在地 〒441-3421

愛知県田原市田原町萱町１番地

セントファーレ内

ＴＥＬ 0531-24-0711
ＦＡＸ 0531-22-7501

営業時間 9:30～21：00
所在地 〒430-0926

静岡県浜松市中区砂山町1168番地

ＴＥＬ 053-456-5550
ＦＡＸ 053-456-5551

営業時間 10:00～20：00
所在地 〒440-0837

愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺2-12

ＴＥＬ 0532-69-5544
ＦＡＸ 0532-69-5545



寿司盛り合わせ並
3人前 2,700円 税込2,916円

4人前 3,600円 税込3,888円

5人前 4,500円 税込4,860円

お寿司

寿司盛り合わせ特上
3人前 3,980円 税込4,298円

4人前 4,980円 税込5,378円

5人前 5,980円 税込6,458円

海鮮にぎわい寿司
3人前 3,980円 税込4,298円

2種の巻寿司＆稲荷寿司
1パック 1,280円 税込1,382円

サラダいなり
1パック

550円 税込594円

助六
1パック

450円 税込486円

・太巻き５貫・サラダ巻き５貫
・いなり１０貫

・海鮮巻・まぐろ・いか・かに・穴子
・赤海老・ホタテ・いくら・玉子

・まぐろ・いか・えび・サーモン・穴子
・玉子・いくら・鉄火・かっぱ

・かずのこ・いくら・かに・まぐろ
・ホタテ・赤海老・サーモン・とろ穴子

・サラダ巻き４貫
・いなり４貫

・太巻き４貫
・いなり４貫

自家製マヨで和えた
無添加ツナたっぷり！

たっぷり具材の太巻きと
ジューシーな味付けいなりのセット

写真は４人前です。 写真は４人前です。

手巻きセット
約2人前 2,280円 税込2,462円

約4人前 3,980円 税込4,298円

お寿司・刺身

魚屋さんの活だね寿司
2人前 2,680円 税込2,894円

3人前 3,980円 税込4,298円

4人前 4,980円 税込5,378円
・中とろ・赤身・真鯛・サーモン・かに
・あじ・ホタテ・かんぱち・うに・いくら

・まぐろ・真鯛・サーモン・ホタテ・いくら
・かに・甘えび・かんぱち・いか・ゆでえび
・いくら・ねぎとろ・たまご

お刺身盛合わせ
2人前 2,280円 税込2,462円

3人前 3,280円 税込3,542円

4人前 3,980円 税込4,298円
・中とろ・赤身・サーモン・ひらめ・真鯛
・ホタテ・あじ・いか・甘えび・かんばち

にぎり寿司一人前
1パック 598円 税込646円

にぎり寿司大盛
1パック 798円 税込862円

・まぐろ・いか・えび・穴子
・玉子・サーモン・鉄火・かっぱ

・まぐろ・いか・ホタテ・えび・穴子・玉子
・ねぎとろ・サーモン・鉄火・かっぱ

写真は４人前です。

写真は４人前です。

写真は４人前です。



あつみオードブル
3人前 2,300円 税込2,484円

4人前 2,800円 税込3,024円

5人前 3,500円 税込3,780円

オードブル 弁当

・フライドポテト・枝豆
・ソーセージ・イカゲソ唐揚げ
・エビフライ・鶏もも唐揚げ
・焼き豚・焼売・玉子焼き

中華オードブル
3∼4人前 3,980円 税込4,298円

・エビチリ・ネギ塩饅頭
・春巻き・肉団子
・ゴマ団子・油淋鶏
・酢豚・バンバンジー

ファミリーオードブル
3∼4人前 3,980円 税込4,298円

・枝豆・焼売・ぶりの照り焼き
・玉子焼き・エビフライ
・ソーセージ・フライドポテト
・鶏もも唐揚げ・焼き豚
・焼き鳥・エビチリ

仕出し弁当（梅）
１人前 1,380円 税込1,490円

仕出し弁当（竹）
１人前 1,780円 税込1,922円

仕出し弁当（松）
１人前 2,980円 税込3,218円

・天ぷら・酢の物・煮物
・焼き魚・焼売・玉子焼き
・鶏の照り焼き・選べるご飯

・大エビフライ・ヒレカツ・酢の物
・煮物・焼き魚・焼売・玉子焼き
・鶏の照り焼き・きんぴら
・カットフルーツ・選べるご飯

・天ぷら・刺身・ヒレステーキ
・酢の物・焼き魚・焼売・玉子焼き
・鶏の照り焼き・きんぴら
・ポテトサラダ・選べるご飯

赤飯
１箱500ｇ1,000円 税込1,080円

真鯛塩焼
約1kgサイズ 価格はスタッフまで

お食い初め、祝事に

子供から大人まで！
１番人気のオードブル

自家製人気の中華を集めました。

ボリューム満点！これひとつで大満足

写真は４人前です。



お肉

あつみ牛
牛ロースすきやき用

400g 2∼3人前 3,980円 税込4,298円

600g 4人前 5,800円 税込6,264円

820g 5∼6人前 7,800円 税込8,424円

口 の 中 で と ろ け る お い し さ ！
最高級部位ロースのしゃぶしゃぶに

割下から作る本格的なすきやきで
お 肉 の 味 を 存 分 に 味 わ え ま す

焼 肉 と い え ば の 大 定 番 ！
大人気部位 2種の盛り合わせ

も も 又 は 肩 の あ っ さ り 赤 身 と
ロ ー ス の 盛 り 合 わ せ で す 。

あつみ牛
牛ロースしゃぶしゃぶ用

400g 2∼3人前 3,980円 税込4,298円

600g 4人前 5,800円 税込6,264円

820g 5∼6人前 7,800円 税込8,424円

あつみ牛
牛しゃぶしゃぶ２種盛り

（赤身＆ロース）
450g 3人前 3,800円 税込4,104円

600g 4人前 4,800円 税込5,184円

750g 5人前 5,980円 税込6,458円

あつみ牛
牛焼肉２種盛りカルビ＆ロース
400g 2∼3人前 3,980円 税込4,298円

600g 4人前 5,800円 税込6,264円

820g 5∼6人前 7,800円 税込8,424円

写真は４人前です。

写真は４人前です。

写真は４人前です。

写真は４人前です。

お肉・カットフルーツ

あつみ牛 希少部位３種盛り
380g 2∼3人前 3,980円 税込4,298円

600g 4人前 5,980円 税込6,458円

牛１頭からわずかしか取れない希少部位の盛り合わせです ！

ヒウチ、ミスジ、イチボ、カノノミ、ササバラ
ハネシタから３種類を盛り合わせます。
※在庫により受付時にご希望に沿います。

季節のカットフルーツ 大
１パック 2,800円 税込3,024円

季節のカットフルーツ 中
１パック 1,280円 税込1,382円

・パイン・キウイ・メロン
・グレープフルーツ・ネーブルオレンジ
・その他季節のフルーツ
※季節により内容は異なります。

・パイン・キウイ・メロン
・グレープフルーツ・ブルーベリー
・その他季節のフルーツ
※季節により内容は異なります。

写真は４人前です。


