お昼の定食
★日曜、祭日もご利用できる様になりました！

※お昼の定食ですが・・・夜もＯＫです！
気軽にお食事！！
寿司定食

１５００円（税込1650円）

小鉢 お寿司盛合せ 揚物 汁物 コーヒー

刺身定食

１５００円（税込1650円）

小鉢 刺身盛合せ 揚物 ご飯 汁物 コーヒー

海鮮フライ定食 １５００円（税込1650円）

寿司定食

小鉢 フライ盛合せ ご飯 汁物 コーヒー

天ぷら定食

１５００円（税込1650円）

小鉢 天ぷら盛合せ ご飯 汁物 コーヒー

だるまの

ちらし寿司定食 ２０００円（税込2100円）
小鉢 ちらし寿司 揚物 煮物 汁物 コーヒー

刺身定食

★魚が苦手な方のために・・・
鶏の唐揚げ定食

１２００円（税込1350円）

小鉢 からあげ ご飯 汁物 コーヒー

ステーキ定食

１５００円（税込1650円）

小鉢 ステーキ ご飯 汁物 コーヒー

天ぷら定食

ステーキ定食

２５００円（税込2750円）

小鉢 ステーキ ご飯 汁物 コーヒー ※お肉が２倍です。

海鮮フライ定食
ステーキ定食

鶏の唐揚げ定食

当店イチオシ！！

おすすめの定食♪
おまかせ定食

おまかせ定食 2500円

２０００円（税込2100円）

小鉢 刺身 煮物 焼物 揚物 蒸し物 ご飯 汁物 コーヒー

おまかせ定食

２５００円（税込2750円）

小鉢 刺身3種盛り 煮物 焼物 揚物 蒸し物 ご飯 汁物 コーヒー

お寿司定食

２５００円（税込2750円）

小鉢 寿司盛合せ 揚物 蒸し物 汁物 コーヒー

どんぶり定食

２５００円（税込2750円）

小鉢 海鮮丼 揚物 蒸し物 汁物 コーヒー

お刺身定食

２５００円（税込2750円）

小鉢 刺身盛合せ 揚物 蒸し物 ご飯 汁物 コーヒー

あらだき定食

２０００円（税込2100円）

小鉢 刺身 あらだき 蒸し物 ご飯 汁物 コーヒー

お刺身定食 2500円

お子様！！

お寿司ランチ

１５００円（税込1650円）

お寿司盛合せ（５カン） 揚物盛合せ 茶碗蒸し ジュース

どんぶり定食 2500円

生まぐろ寿司定食 3500円

海鮮茶漬け定食 １５００円（税込1650円）
小鉢 揚物 海鮮茶漬け 汁物 コーヒー

海鮮茶漬け定食 ２５００円（税込2750円）
小鉢 揚物 海鮮茶漬け 汁物 コーヒー ※魚が２倍です。

生まぐろ寿司定食

２５００円（税込2750円）

小鉢 お寿司盛合せ 揚物 汁物 コーヒー

生まぐろ寿司定食

３５００円（税込3850円）

小鉢 お寿司盛合せ 揚物 汁物 コーヒー

お寿司定食 2500円
※季節や仕入れの都合により内容は変わります。

だるまの味を満喫！
おまかせ定食 あわび付き

・・３０００円（税込3300円）

おまかせ定食2500円にあわびが付いてます。

おまかせ定食 お寿司付き ・・３５００円（税込3850円）
おまかせ定食2500円のご飯がお寿司（５カン）に変わります。

おまかせ定食 お寿司付き ・・４５００円（税込4950円）
おまかせ定食

お寿司付き3500円のお寿司が豪華になります。

おまかせ定食
お寿司・あわび付き
おまかせ定食

おまかせ定食 お寿司付き

・・４０００円（税込4400円）
お寿司付き3500円に、あわびが付きます。

おまかせ定食
お寿司・ステーキ付き
おまかせ定食

・・４５００円（税込4950円）
お寿司付き3500円に、ステーキが付きます。

あわび付き♪♪

あわびは『お刺身』『網焼き』が選べます。

刺身定食

・・３０００円（税込3300円）

お寿司定食

・・３０００円（税込3300円）

どんぶり定食

・・３０００円（税込3300円）

2500円の定食に『ひと口あわび』が付いてます。
おまかせ定食 あわび付き

天ぷら盛り付き♪♪

刺身定食

・・３０００円（税込3300円）

お寿司定食
どんぶり定食

・・３０００円（税込3300円）
・・３０００円（税込3300円）

2500円の定食の揚げ物が『天ぷら盛合せ』に変わ
ります。
お刺身定食 天ぷら盛り付き

あわび・天ぷら盛り付き♪♪
あわびは『お刺身』『網焼き』が選べます。

刺身定食

・・３５００円（税込3850円）

お寿司定食
どんぶり定食

・・３５００円（税込3850円）
・・３５００円（税込3850円）

2500円の定食に『天ぷら盛合せ』と『あわび』が
あわびの網焼き

付きます。

お寿司 マグロ盛合せ 2500円

お刺身・お寿司
お刺身盛合せ

１5００円（税込1650円）

お刺身盛合せ

25００円（税込2750円）

ひと口あわびの刺身（2個）１５００円（税込1650円）
お寿司 海鮮盛合せ

１5００円（税込1650円）

お寿司 海鮮盛合せ

２５００円（税込2750円）

お寿司 マグロ盛合せ

２５００円（税込2750円）

お寿司 マグロ盛合せ

３５００円（税込3850円）

お寿司 サーモン盛合せ ２０００円（税込2100円）
お寿司

海鮮盛合せ

1500円

ホタテのお寿司

２５００円（税込2750円）

ホタテの刺身

２５００円（税込2750円）
ホタテのお寿司

揚げ物
天ぷら盛合せ

１５００円（税込1650円）

海鮮フライ盛合せ

１５００円（税込1650円）

エビフライ（5尾）

15００円（税込1650円）

カキフライ（10個）

１０００円（税込1100円）

さざえのつぼ焼き

ホタテの刺身

煮物・焼物
ひと口あわびの網焼き

850円（税込935円）

さざえのつぼ焼き（5個） 1500円（税込1650円）

焼きはまぐり

焼きはまぐり

1500円（税込1650円）

あらだき

1500円（税込1650円）

※季節や仕入れの都合により内容は変わります。

ステーキ溶岩焼き

２５００円（税込2750円）

鳥のから揚げ

１２００円（税込1320円）

ご飯

２００円（税込220円）

味噌汁

3００円（税込330円）

茶碗蒸し

5００円（税込550円）

ちらし寿司

7００円（税込770円）
ステーキ溶岩焼き

お寿司サーモン盛合せ

鳥のから揚げ

えびフライ

ちらし寿司

ソーセージ盛合せ

かきフライ
海鮮 ピザ

１５００円（税込1650円）

海鮮サラダ

１２００円（税込1320円）

ソーセージ盛合せ

１５００円（税込1650円）

☆調理の都合で、日曜・祭日は5時からです。
※季節や仕入れの都合により内容は変わります。

海鮮ピザ

日本酒
銀冠

超辛口 1合（熱燗・冷酒） 700円（税込770円）

こしのかんばい

越乃寒梅 720ml
く

ぼ

純米

３５００円（税込3850円）

吟醸

３５００円（税込3850円）

た

久保田

720ml

焼酎（水割り・お湯割り・ロック）
グラス（芋・米・むぎ）

700円（税込770円）

さとう

佐藤・白麹

グラス

900円（税込990円）

グラス

900円（税込990円）

まおう

魔王

ビール
生ビール

700円（税込770円）

瓶ビール（キリン・アサヒ）

750円（税込825円）

ノンアルコールビール

350円（税込385円）

果実酒

（ロック・ソーダ割り）

500円（税込550円）

・梅酒 ・もも ・シークワサー

・りんご

・グレープフルーツ

ハイボール
ワイン ボトル（赤・白）

3500円（税込3850円）

ソフトドリンク

３５０円（税込385円）

・烏龍茶 ・コーラ

・ラムネ

700円（税込770円）

・果汁１００％
・野菜ジュース
・オレンジ
・りんご
・グレープフルーツ
・パイナップル
・グレープ
・ピーチ

コーヒー他

３５０円（税込385円）

ホット・アイス
・コーヒー
・ココア

・カプチーノ ・カフェモカ
・抹茶オレ

新メニュー♪

数量限定です！

だるまのちらし寿司定食

2100円（税込）

地元、鐘崎の家庭で
特別な日に食べられてきた
ちらし寿司です。
機会がありましたら是非！！

お得なお知らせ
ご利用の前日までに、お料理を決めてご予約頂くと
食後にデザートがサービスです。
日曜 祝祭日のご予約は2,500円～のお料理でお願いします。
是非、ご利用ください。

※平日のデザートサービスは終了して、ご予約の方のみに変更になりました。

テイクアウト始めました(^^♪

お刺身盛合せ 税込1620円

お寿司盛合せ 税込1620円

まぐろ盛合せ 税込2700円

お刺身盛合せ 税込2700円

お寿司盛合せ 税込2700円

まぐろ盛合せ 税込3780円

海鮮フライ盛合せ 税込1620円 えびフライ 税込1620円

鳥のから揚げ 税込1296円

営業時間

AM11:00～PM10:00
オーダーストップ8時半くらいです。
暇だったら・・・ 早目に閉めちゃう事があります。
お電話を頂けたら助かります♪
http://www.m-shiraishi.com

