
只今、予約受付中

お好み寿司

押し寿司（１本）

巻寿司（１本）

バッテラ 〈６切〉  ------ 400円（税込432円）
エビ押寿司 〈６切〉  -- 500円（税込540円）
さんま寿司 〈８切〉  -- 700円（税込756円）
太刀魚寿司 〈８切〉  -- 900円（税込972円）
あゆ寿司 〈６切〉 - 1,000円（税込1,080円）
あゆ甘露寿司 -- 1,000円（税込1,080円）
松前（鯖）寿司 -- 1,300円（税込1,404円）
外国産鰻棒寿司 -- 2,500円（税込2,700円）

巻寿司 〈８切〉  --------- 450円（税込486円）
サラダ巻 〈８切〉  ------ 750円（税込810円）
しそ巻 〈６切〉  --------- 250円（税込270円）
きゅうり巻 〈６切〉 --- 250円（税込270円）
新香巻 〈６切〉  --------- 250円（税込270円）
鉄火巻 〈６切〉  --------- 550円（税込594円）
うなきゅう巻 〈６切〉  600円（税込648円）
エビマヨ巻 〈６切〉  -- 500円（税込540円）
特製太巻き〈８切〉 - 1,100円（税込1,188円）

いなり 〈３貫〉  --------- 250円（税込270円）
玉　子 〈３貫〉  --------- 300円（税込324円）
サーモン 〈３貫〉  ------ 350円（税込378円）
タ　コ 〈３貫〉  --------- 350円（税込378円）
まぐろ 〈３貫〉  --------- 450円（税込486円）
い　か 〈３貫〉  --------- 400円（税込432円）
太刀魚 〈３貫〉  --------- 450円（税込486円）
はまち 〈３貫〉  --------- 400円（税込432円）
うなぎ 〈３貫〉  --------- 450円（税込486円）
エ　ビ 〈３貫〉  --------- 400円（税込432円）
タ　イ 〈３貫〉  --------- 400円（税込432円）
イクラ 〈２貫〉  --------- 600円（税込648円）
ウ　ニ 〈２貫〉  --------- 900円（税込972円）

にぎり （１人前）

和 （なごみ）

誉 （ほまれ）

特上にぎり（１人前）
2,200円（税込2,376円） 1,600円（税込1,728円）

2,000円（税込2,160円）

1,900円（税込2,052円） 1,900円（税込2,052円）

1,000円（税込1,080円）

1,000円（税込1,080円）

3,200円（税込3,456円）

4,500円（税込4,860円）

5,000円（税込5,400円）

11,000円（税込11,880円）

8,000円（税込8,640円）

1,200円（税込1,296円）1,350円（税込1,458円）

900円（税込972円）

750円（税込810円）

650円（税込702円）

600円（税込648円）

900円（税込972円）

1,150円（税込1,242円）

上にぎり（１人前）

豊 ゆたか （1.3人前）楽 たのし （1.3人前）

※ 時節柄、使い捨て容器でご提供します。
※ ご希望のお寿司の盛り合わせも承ります。

※ お写真の寿司桶はすべてご要望により、
　 １人盛りから５人盛りまでご用意できます。

盛り合わせ （１人前）

※写真は､にぎり (5人盛 )です。※写真は､にぎり (5人盛 )です。

・上にぎり（５人盛り）

・特上にぎり（５人盛り）

・にぎり（５人盛り）

寿司盛り合わせ(５人盛) 

鉄火まぐろ（キハダ）

ちらし寿司

和牛ローストビーフ
にぎり（３貫） 
和牛ローストビーフ
にぎり（３貫）

かわすいの
 国産鰻棒寿司

ご自宅の玄関までお届けします。

4,000円［税込4,320円］

（22×22cm）

3,000円［税込3,240円］

3,500円［税込3,780円］

2,000円［税込2,160円］
1,500円

［税込1,620円］ 3,500円［税込3,780円］

 1,500円（税込1,620円）

（税込1,944円）
1,800円

（税込2,160円）2,000円

5,000円［税込5,400円］
（44×34cm）幕の内弁当幕の内弁当

二段幕の内弁当

祭 まつり （1.5人前）集 つどい （２～３人前）

幕 の 内 弁 当京 弁 当

手巻き寿司

有田市星尾37  FAX0737-88-7543受付時間 ： 午前９時～午後１０時まで
ご利用合計額 5,000円以上（有田市内2,000円以上）でご指定の場所まで配達します。（当社指定区域内）

幕の内弁当■その他 幕の内弁当 も承ります

便利・安心・安全

  和牛ステーキ＆
海老フライ弁当 (海老フライをへレカツ又は

　ロースかつに変更出来ます）

2,800円［税込3,024円］

和牛ローストビーフ
  ＆海老フライ弁当
(海老フライをへレカツ又は
　ロースかつに変更出来ます）

　　　　  ●ちらし寿司
　　　　  ●おまかせ寿司
　　　  　●赤飯（5個以上）
プラス540円 で変更できます。  

⇒
白
ご
飯

子供弁当
※くまさんの容器は返却していただきます。
※「ちらし寿司」を「おむすび」に変更できます。

童 （わらべ）

ご自宅の玄関までお届けします。
《注》品切れの場合はご容赦ください

南紀串本養鮪

紀州産本鮪
一本買い

400円（税込432円）

880円（税込950円）
まぐろ巻き1,680円（税込1,814円）

三種にぎり

1,300円（税込1,404円）
にぎり(本鮪入)

1,700円（税込1,836円）
上にぎり(本鮪入)特上にぎり(本鮪入)

2,200円（税込2,376円）

2,180円（税込2,354円）
鮪三昧セット

690円（税込745円）

590円（税込637円）

赤身握り
あか    み    にぎ

大とろ握り
おお　　　　　   にぎ

  ちゅう　　  　　    にぎ

中とろ握り

鈴なり巻き

1,680円（税込1,814円）

  1,580円
（税込1,706円）

1,780円（税込1,922円）

1,980円（税込2,138円）

1,100円（税込1,188円）

1,280円（税込1,382円）

1,680円（税込1,814円）

1,000円（税込1,080円）

いくら中トロ丼

本まぐろ丼

本鮪ミニ中トロ丼

本鮪アボガド丼

本鮪ミニ丼

(赤身・大トロ・中トロ)

(赤身・中トロ)

本鮪三種丼

並上 本鮪海鮮丼本鮪海鮮丼

（下記丼物はみそ汁付です。
　　 寿司シャリか､御飯を
　　　　 お選び戴けます。）

《１人前》  1,450円（税込1,566円） 

《１人前》  1,700円（税込1,836円） 

手巻き寿司（子供用）（３人前から承ります）

手巻き寿司（大人用）（３人前から承ります）

739

741 733

734

732

731

738 737

（39×26cm）幕の内弁当幕の内弁当501

（41×31cm）幕の内弁当幕の内弁当502

503

504513

514

515

769

770

935

913

402

403

401

701

702

725

726

751

752

605

740

742

736735

775777 776

771 774
2,380円
（税込2,570円）

特上
　　本鮪
海鮮丼
461

466

464

465

467

468

469463462

772

780

781

782

751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763

910
911

902

921
922
923
924
925
926

908
909
906
901
904
905
903
907

 864円516 (　)税
込5111,080円(　)税

込1,620円512 (　)税
込


