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※本日の水揚げ状況により内容の変更・販売を休ませていただく場合がございます。※当店のお米は国産米を使用しております。

刺身御膳
まぐろ・鯛・サーモン・鯵・カンパチ

2,546 円（税込 2,800 円）

Sashimi set
刺身御膳
まぐろ・鯛・サーモン・鯵・カンパチ

2,546 円（税込 2,800 円）

Sashimi set

御膳

セットの商品は、お食事をご注文のお客様のみのご利用とさせていただきます。

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Hot

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Cold

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Hot

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Cold

ご一緒に

どうぞ

温 冷

+ 136 円
（税込 150 円）

ごはん大盛
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※当店のお米は国産米を使用しております。 ※みそ汁の具材が、変わる場合がございます。

※野菜は季節によりかわる場合がございます。

あじの三味御膳

鯵刺身・なめろう・サンガ焼き

1,346 円（税込 1,480 円）

Horse mackerel Sanmi set 
(sashimi, namero, sanga)

天ぷら盛合せ
海老・きす・なすび・
ごぼう・春菊

700 円（税込 770 円）

Seafood & vegetable tempura

まぐろ祭り御膳
まぐろカツ・まぐろ刺身・まぐろトロロ芋やまかけ

2,982 円（税込 3,280 円）

Tuna festival set

あじの三味御膳

鯵刺身・なめろう・サンガ焼き

1,346 円（税込 1,480 円）

Horse mackerel Sanmi set 
(sashimi, namero, sanga)

ご一緒に

どうぞ 天ぷら盛合せ
海老・きす・なすび・
ごぼう・春菊

700 円（税込 770 円）

Seafood & vegetable tempura

まぐろ祭り御膳
まぐろカツ・まぐろ刺身・まぐろトロロ芋やまかけ

2,982 円（税込 3,280 円）

Tuna festival set

202112_UmihotaruPA_KisaraduAnn_APBE



※本日の水揚げ状況により内容の変更・販売を休ませていただく場合がございます。※当店のお米は国産米を使用しております。

御膳

手巻きすし御膳
まぐろ・サーモン・イカ・海老・いくら・
まぐろたたき・玉子・きゅうり・カイワレ

2,273 円（税込 2,500 円）

Hand-rolled sushi set
手巻きすし御膳
まぐろ・サーモン・イカ・海老・いくら・
まぐろたたき・玉子・きゅうり・カイワレ

2,273 円（税込 2,500 円）

Hand-rolled sushi set

セットの商品は、お食事をご注文のお客様のみのご利用とさせていただきます。

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Hot

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Cold

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Hot

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Cold

ご一緒に

どうぞ

温 冷

+ 136 円
（税込 150 円）

ごはん大盛
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※当店のお米は国産米を使用しております。 ※みそ汁の具材が、変わる場合がございます。

海鮮にぎり御膳
まぐろ・鯛・サーモン・カンパチ・イカ・
いくら軍艦・赤海老・鯵・玉子

1,800 円（税込 1,980 円）

Seafood nigiri set

房総地魚干物炙り御膳
サバ

1,264 円（税込 1,390 円）

Boso ground �sh dried �sh roasted set

天ぷら盛合せ
海老・きす・なすび・
ごぼう・春菊

700 円（税込 770 円）

Seafood & vegetable tempura

海鮮にぎり御膳
まぐろ・鯛・サーモン・カンパチ・イカ・
いくら軍艦・赤海老・鯵・玉子

1,800 円（税込 1,980 円）

Seafood nigiri set

房総地魚干物炙り御膳
サバ

1,264 円（税込 1,390 円）

Boso ground �sh dried �sh roasted set

ご一緒に

どうぞ 天ぷら盛合せ
海老・きす・なすび・
ごぼう・春菊

700 円（税込 770 円）

Seafood & vegetable tempura

※野菜は季節によりかわる場合がございます。
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※本日の水揚げ状況により内容の変更・販売を休ませていただく場合がございます。※当店のお米は国産米を使用しております。

丼

海鮮丼
まぐろ・鯛・サーモン・カンパチ・鯵・
まぐろたたき・イカ・いくら・海老・玉子

2,700 円（税込 2,970 円）

Bowl of rice topped with sashimi

海ほたる天丼
海老・キス・穴子・かぼちゃ・
なすび・大葉・ししとう

1,619 円（税込 1,780 円）

Bowl of rice and fried �sh

海鮮丼
まぐろ・鯛・サーモン・カンパチ・鯵・
まぐろたたき・イカ・いくら・海老・玉子

2,700 円（税込 2,970 円）

Bowl of rice topped with sashimi

海ほたる天丼
海老・キス・穴子・かぼちゃ・
なすび・大葉・ししとう

1,619 円（税込 1,780 円）

Bowl of rice and fried �sh

※野菜は季節によりかわる場合がございます。
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※当店のお米は国産米を使用しております。 ※みそ汁の具材が、変わる場合がございます。

海の親子丼
（サーモン＆いくら）

1,255 円（税込 1,380 円）
Oyakodon of the sea (salmon & salmon roe)

海の親子丼
（サーモン＆いくら）

1,255 円（税込 1,380 円）
Oyakodon of the sea (salmon & salmon roe)

海鮮ユッケ丼

1,164 円（税込 1,280 円）

Seafood bowl
まぐろ・鯛・サーモン・カンパチ・
いくら・海老・玉子・きゅうり

海鮮ユッケ丼

1,164 円（税込 1,280 円）

Seafood bowl
まぐろ・鯛・サーモン・カンパチ・
いくら・海老・玉子・きゅうり

セットの商品は、お食事をご注文のお客様のみのご利用とさせていただきます。

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Hot

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Cold

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Hot

小そば（うどん）セット

+ 255 円（税込 280 円）
Half Soba (Udon)  Cold

ご一緒に

どうぞ

温 冷

+ 136 円
（税込 150 円）

ごはん大盛
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※本日の水揚げ状況により内容の変更・販売を休ませていただく場合がございます。※当店のお米は国産米を使用しております。

麺

天ぷらともりそば（うどん）
穴子・海老・きす・舞茸・なすび・
かぼちゃ・ごぼう・大葉

1,619 円（税込 1,780 円）

Tempura Morisoba (Tempura and Udon noodles)
天ぷらともりそば（うどん）
穴子・海老・きす・舞茸・なすび・
かぼちゃ・ごぼう・大葉

1,619 円（税込 1,780 円）

Tempura Morisoba (Tempura and Udon noodles)

※野菜は季節によりかわる場合がございます。

小ネギトロ丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Negitoro bowl

ご一緒に

どうぞ

小天丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Tendon
小天丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Tendon

小ネギトロ丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Negitoro bowl

+ 182 円
（税込 200 円）

そば（うどん）大盛

セットの商品は、お食事をご注文のお客様のみのご利用とさせていただきます。

冷
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※当店のお米は国産米を使用しております。 ※みそ汁の具材が、変わる場合がございます。※うどんとそばは同じ釜でゆでています。

穴子・海老・ごぼう

982 円（税込 1,080 円）

Conger eel and shrimp, burdock tempura soba (Udon)

野菜天ぷら
ぶっかけそば（うどん）
春菊・なすび・かぼちゃ・ごぼう・
さつまいも・人参・ピーマン

1,255 円（税込 1,380 円）

Vegetable tempura bukkake soba (Udon)

一本穴子と海老と
ごぼうの天ぷらそば（うどん）
一本穴子と海老と
ごぼうの天ぷらそば（うどん）
穴子・海老・ごぼう

982 円（税込 1,080 円）

Conger eel and shrimp, burdock tempura soba (Udon)

野菜天ぷら
ぶっかけそば（うどん）
春菊・なすび・かぼちゃ・ごぼう・
さつまいも・人参・ピーマン

1,255 円（税込 1,380 円）

Vegetable tempura bukkake soba (Udon)

※野菜は季節によりかわる場合がございます。

温

冷
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※本日の水揚げ状況により内容の変更・販売を休ませていただく場合がございます。※当店のお米は国産米を使用しております。

麺

どん麺
（ちゃんぽん風うどん）

1,164 円（税込 1,280 円）
Don noodles (Champon style udon)

はまぐりとわかめのそば（うどん）
  ～カボスの香り～

1,073 円（税込 1,180 円）
Clam and seaweed soba (Udon)  Kabosu scent

どん麺
（ちゃんぽん風うどん）

1,164 円（税込 1,280 円）
Don noodles (Champon style udon)

はまぐりとわかめのそば（うどん）
  ～カボスの香り～

1,073 円（税込 1,180 円）
Clam and seaweed soba (Udon)  Kabosu scent

温

温

小ネギトロ丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Negitoro bowl

ご一緒に

どうぞ

小天丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Tendon
小天丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Tendon

小ネギトロ丼 セット

+ 346 円（税込 380 円）
Half Negitoro bowl

+ 182 円
（税込 200 円）

そば（うどん）大盛

セットの商品は、お食事をご注文のお客様のみのご利用とさせていただきます。
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わらび餅とバニラアイス 黒蜜かけ

273 円（税込 300 円）
Warabi mochi and vanilla ice cream with black honey

白玉ぜんざい

255 円（税込 280 円）
Shiratama Zenzai

抹茶クリームあんみつ

527 円（税込 580 円）
Matcha cream anmitsu

わらび餅とバニラアイス 黒蜜かけ

273 円（税込 300 円）
Warabi mochi and vanilla ice cream with black honey

白玉ぜんざい

255 円（税込 280 円）
Shiratama Zenzai

抹茶クリームあんみつ

527 円（税込 580 円）
Matcha cream anmitsu

甘味
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【                                                   】

※当店のお米は国産米を使用しております。

※うどんとそばは同じ釜でゆでています。アレルギーの方はご注意ください。

お子様メニューのご注文は
小学生以下のお子様に限らせていただきます。

コーヒーのみご注文のお客様

お子様ランチ

618 円（税込 680 円）
Children's lunch

お子様カレー

573 円（税込 630 円）
Children's curry

お子様うどん

527 円（税込 580 円）
Children's udon

コーヒー（ホットまたはアイス）

コカ・コーラ

オレンジジュース（濃縮還元100％）

ウーロン茶

ノンアルコールビール

136 円（税込 150 円）

318 円（税込 350 円）

318 円（税込 350 円）

318 円（税込 350 円）

355 円（税込 390 円）

Co�ee (Hot or Iced)

Coca-Cola

Orange Juice

Oolong Tea

Non Alcohol Beer Taste Drink

オレンジジュース
                  （濃縮還元100％）

Kids

318 円（税込 350 円）

100 円（税込 110 円）
Kids Orange Juice

お
子
様

お
子
様

お
飲
み
物
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肉しゃぶしゃぶそば（うどん）
  ～ゆずの香り～

891 円（税込 980 円）
Meat shabu-shabu soba (Udon)

焼きサバ朝定食

1,073 円（税込 1,180 円）
Grilled �sh breakfast

ロースハムと目玉焼きの朝定食

891 円（税込 980 円）
Loin ham and fried egg and breakfast

肉しゃぶしゃぶそば（うどん）
  ～ゆずの香り～

891 円（税込 980 円）
Meat shabu-shabu soba (Udon)

焼きサバ朝定食

1,073 円（税込 1,180 円）
Grilled �sh breakfast

ロースハムと目玉焼きの朝定食

891 円（税込 980 円）
Loin ham and fried egg and breakfast

8：30
〜
11：00

朝
食
朝
食

※本日の水揚げ状況により内容の変更・販売を休ませていただく場合がございます。 ※当店のお米は国産米を使用しております。
※うどんとそばは同じ釜でゆでています。 ※みそ汁の具材が、変わる場合がございます。
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