
税抜 税込

1,500 円(1620円）

2,300 円(2480円）

5,000 円(5400円）

7,400 円(7990円）

10,000 円(10800円）

12,000 円(12960円）

1,500 円(1620円）

中トロの造り ・・・・・・・・ 2,500 円(2700円）

つき出し

冷奴 ・・・・・・・・ 300 円(320円）

揚げたこ焼き串（2本） ・・・・・・・・ 300 円(320円）

枝豆 ・・・・・・・・ 300 円(320円）

もずくの酢の物 ・・・・・・・・ 400 円(430円）

砂肝ピリ辛焼(黒コショウ風味）・・・・・・・・ 500 円(540円）

たこキムチ小鉢 ・・・・・・・・ 500 円(540円）

マグロのユッケ風 ・・・・・・・・ 600 円(640円）

地魚の南蛮漬け                ・・・ 600 円(640円）

※メニューに無いおすすめ商品も

ございますので、スタッフにお尋ね下さい。

マグロの造り ・・・・・・・・

・・・・・・・・・

お造り

　　4人桶盛り

和食メニュー

　　2人桶盛り

・・・・・・・・・

松（季節の魚を使った5種盛り） ・・・・・・・・・

竹（季節の魚を使った3種盛り）

・・・・・・・・・

　　3人桶盛り

・・・・・・・・・　　5人桶盛り

・・・・・・・・・

※写真はイメージです。

地魚の南蛮漬け

３人桶盛り



税抜 税込

500 円(540円）

500 円(540円）

にんにくの天婦羅 ・・・・・・・・ 600 円(640円）

鶏の唐揚げ ・・・・・・・・ 800 円(860円）

タコの天婦羅 ・・・・・・・・ 900 円(970円）

・・・ 1,500 円(1620円)

600 円(640円）

600 円(640円）

600 円(640円）

900 円(970円）

干物盛合せ(アジ・カレイ・ハタハタ2匹） ・・・ 1,300 円(1400円）

香住産　ノドグロの塩焼き・・・・・・・・ 1,300 円(1400円）

長崎・和牛ロース山椒焼き・・・・・・・・ 2,000 円(2160円）

但馬牛サーロインステーキ80g(おろしポン酢）・・・ 2,500 円(2700円）

煮物・蒸し物・台の物
600 円(640円）

800 円(860円）

900 円(970円）

1,300 円(1400円）

天婦羅盛合せ（海老と地元野菜の盛合せ）

揚げ出しもち

茶碗蒸し ・・・・・・・・

揚げ物

ノドグロの煮付け

アサリの酒蒸し

・・・・・・・・

・・・・・・・・

焼きへしこ(蒲入産）

はたはた干し

牛すじ煮込み

焼物

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

手羽先の明太子焼（2本）

揚げ出し豆腐 ・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

うなぎの蒲焼 ・・・・・・・・

ノドグロの塩焼き

牛すじ煮込み



税抜 税込

250 円(270円）

300 円(320円）

300 円(320円）

300 円(320円）

お子様ランチ(チキンライス・唐揚げ・ミートボール・ウインナー等） 1,000 円(1080円）

・・・ 1,000 円(1080円）

1,100 円(1180円）

1,200 円(1290円）

鮭とイクラの親子丼（漬物・汁付）・・・・・・・・ 1,200 円(1290円）

天丼（漬物・汁付） ・・・・・・・・ 1,300 円(1400円）

ウニ・イクラ丼（漬物・汁付）・・・・・・・・ 2,000 円(2160円）

税抜900 円 税抜1200 円
税込970 円 税込1290 円
税抜1,000 円 税抜1,500 円
税込1,080 円 税込1,620 円
税抜1,000 円 税抜1,500 円
税込1,080 円 税込1,620 円
税抜1,500 円 税抜2,000 円
税込1,620 円 税込2,160 円
税抜2,000 円 税抜2,500 円
税込2,160 円 税込2,700 円

ご飯（漬物付き）

その他

・・・・・・・・

ディナー価格

※限定10食

・・・・・・・・

   鶏の唐揚げ定食（唐揚げ6ケ・小鉢2品）

赤だし

・・・・・・・・

イクラ丼（漬物・汁付）

      ご飯、寿司飯からお選びください。

・・・・・・・・

みそ汁

漬物盛合せ

海の幸サラダ(海老・タコ・鮮魚・海鮮たっぷり）

・・・・・・・・

　定　食　  ※ご飯・味噌汁・漬物付き

　天婦羅定食（海老と地元野菜の盛合せ・小鉢2品）

　お造り定食（お造り4種盛り・小鉢2品）

 ランチ価格

丼物

   魚のフライ定食（ﾌﾗｲ6切れ・小鉢2品）

　ヒレカツ定食（３０ｇのヒレカツ５枚・小鉢2品）

海鮮丼（漬物・汁付）



　巻寿司 税抜 税込

　　かっぱ巻 （2本12切） ・・・・・・ 500 円(540円）

　　しんこ巻 （2本12切） ・・・・・・ 500 円(540円）

　　梅しそ巻 （2本12切） ・・・・・・ 500 円(540円）

　　納豆巻 （2本12切） ・・・・・・ 500 円(540円）

　　鉄火巻 （2本12切） ・・・・・・ 1,200 円(1290円）

　　中トロ鉄火巻 （2本12切） ・・・・・・ 2,500 円(2700円）

 にぎり寿司

　　海老海老 （3貫） 800 円(860円）

　　マグロマグロ （3貫） 900 円(970円）

　　マグロ鯛 （3貫） 900 円(970円）

　　カンパチカンパチ （3貫） 1,200 円(1290円）

　　カンパチシマアジ （3貫） 1,200 円(1290円）

　　平　目スズキ （3貫） 1,200 円(1290円）

　　イクライクラ （3貫） 1,200 円(1290円）

　　中トロ中トロ （3貫） 1,500 円(1620円）

　　生ウニ （3貫） 2,200 円(2370円）

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

寿司メニュー

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

生ウニ ・・・・・・・・・

イクラにぎり



 にぎり寿司
税抜 税込

　　にぎり （7貫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500 円(1620円）

　　上にぎり （7貫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,500 円(2700円）

 にぎり盛り

　  にぎり2人盛り　　 （7種14貫）・・・・・・ 3,000 円(3240円）

　  にぎり3人盛り　　 （7種21貫）・・・・・・ 4,500 円(4860円）

　  にぎり5人盛り （7種35貫）・・・・・・ 7,500 円(8100円）

※御要望に応じ、お造りのお魚も握らせて頂きます。

 押し寿司

アジ押し寿司 （6切）・・・・・・・ 900 円(970円）

海老押し寿司 （6切）・・・・・・・ 1,200 円(1290円）

〆鯖炙り棒寿司 （８切）・・・・・・・ 1,200 円(1290円）

上にぎり

〆鯖炙り棒寿司 アジ押し寿司



税抜 税込

円(5400円）

※前日までのご予約にて、お承り致します

朝食メニュー （８：００～１０：００）

税抜 税込

1,000 円(1080円）

1,300 円(1400円）

1,500 円(1620円）

・・・・・・・・

　一、前　菜

　玉子焼定食

・・・・・・・・・

　黒岬フルコース

　　　　（コーヒー又は紅茶又はジュース付き）

　干物定食

　一、お造り桶盛り又は皿盛り

・・・・・・・・・

一、ご飯（又は細巻2本）

　　　　（コーヒー又は紅茶又はジュース付き）

　

　　　　（コーヒー又は紅茶又はジュース付き）

※　ご飯、みそ汁はお替りできます。

　鮭アラ定食

　一、酢の物

一、季節の魚の焼物

　一、揚げ物

一、季節の魚の煮物

　　汁・漬物

コース料理

5,000

・・・・・・・・・

　　※季節により内容が異なる場合がございます

※写真はイメージです。



税抜 税込

・・・ 400 円(430円）

　　　　　アサヒ ドライゼロ(334ml)・キリン フリー(334ml)

　　　　　　　　　サントリー オールフリー(334ml)

450 円(480円）

500 円(540円）

600 円(640円）

500 円(540円）

500 円(540円）

600 円(640円）

600 円(640円）

700 円(750円）

600 円(640円）

900 円(970円）

　　冷酒 900 円(970円）

　　冷酒 1,200 円(1290円）

 　　　　　　　京の春  生貯蔵酒（300ml）　　　　　　　向井
む か い

酒造
しゅぞう

　ノンアルコールビール  　

・・・・・・

・・・・・・

ビール

　梅酒（ロック・ソーダ割）

　レモン・グレープフルーツ・梅・カルピス

・・・・・・

お酒

　グラスビール（380ml)

・・・・・・

・・・・・・

　玉川　辛口　１合

・・・・・・

　ハイボール

　カシス

・・・・・・

　瓶ビール（中瓶）

・・・・・・

　コークハイ

アルコールメニュー

　玉川　辛口　1.5合

 　　　天
あま

橋立
はしだて

へようきなった 純米吟醸（300ml）　白糸
しらいと

酒造
しゅぞう

・・・・・・

サワー ・・・・・・・・

　ソーダ・オレンジ・ウーロン

アサヒスーパードライ・キリンクラシックラガー

・・・・・・

　生ビール（中ジョッキ）

日本酒



　純吟　大辛　純米吟醸（辛口） ・・・

　伊根満開　赤米酒（甘口） ・・・

　玉川　大吟醸（辛口） ・・・

　益荒猛男　純米原酒（辛口） ・・・

日本海でもまれて育った漁師のような男らしい酒

　久美の浦　純米大吟醸（辛口） ・・・

　弥栄鶴　大吟醸（やや辛口） ・・・ （竹野酒造）

上品で、バランスのとれた吟醸酒

　香田[３５％磨き]大吟醸（普通）・・・

　　　丹後産山田錦を３５％まで精米した、贅沢でとろりとした味わいの大吟醸原酒です

★　京女　本醸造（甘口） ・・・

★　酒呑童子　純米酒（辛口） ・・・

★　人喰い岩　特別本醸造（辛口） ・・・

フルーティーな香りと柔らかなのどごしのお酒

兵庫産「山田錦」京都産「祝」を５０％以下まで磨いたものを使用。豊かな吟醸香と淡麗ながらふくらみのある味わい

ふっくらとしたクリーミーな甘みを感じるまろやかな甘口酒

久美浜産「五百万石」１００％使用　自然水仕込みでさらっとした切れのある辛口のお酒

（木下酒造）

（木下酒造）

1,000円(1080円）

1,000円(1080円）

丹後のおすすめ地酒

（向井酒造）

1,600円(1720円）

1,400円(1510円）

800円(860円）

（ハクレイ酒造）

（ハクレイ酒造）2,200円(2370円）

800円(860円）

　　　　　　　　　　　※一合升売りの値段です。

（向井酒造）

ロゼワインのような爽やかな新感覚のお酒。果実のような味わいと古代米の赤色

丹後山田錦を３５％まで精米した贅沢でとろりとした味わいの大吟醸原酒です

熟成された深い香りとやわらかな旨みが口中に広がる辛口純米酒

京都丹後 「山田錦」の精米歩合を１０％より磨きあげました。すっきりとした辛口のお酒

（ハクレイ酒造）

1,400円(1510円）

★印のお酒はぬる燗でもお楽しみいただけます。

800円(860円）

2,000円(2160円）

（ハクレイ酒造）

（熊野酒造）



税抜 税込

焼酎            
ショット

（まろやかな麦焼酎） 600円 640円

さつま白波 （本格芋焼酎／鹿児島） 600円 640円

（奄美産黒糖焼酎／鹿児島） 600円 640円 税込

二階堂（900ml） （麦焼酎／大分） 600円 640円 1,800 円(1940円）

財宝（900ml） （南薩摩の芋焼酎／鹿児島） 600円 640円 2,000 円(2160円）

閻魔（720ml） （麦焼酎／大分） 650円 700円 2,400 円(2590円）

神の河（720ml） （麦焼酎／鹿児島） 700円 750円 2,600 円(2800円）

いもたん（720ml） （丹後金時芋焼酎／丹後） 700円 750円 2,600 円(2800円）

ワイン

天橋立ワイン

　とよさか（白）やや甘口（360ml） ・・・ 1,200 円(1290円）

　天橋立ワイン（赤）辛口（720ml） ・・・ 3,500 円(3780円）

　こだま 樽熟成（白）辛口（720ml） ・・・ 4,000 円(4320円）

　ナイアガラ（白）やや甘口（360ml） ・・・ 1,000 円(1080円）

　ナイアガラ（白）やや甘口（720ml） ・・・ 2,000 円(2160円）

　キャンベルアーリ（ロゼ）（360ml） ・・・ 1,000 円(1080円）

　キャンベルアーリ（ロゼ）（720ml） ・・・ 2,000 円(2160円）

　                        グラスワイン（赤） ・・・ 600 円(640円）

                        　グラスワイン（白） ・・・ 700 円(750円）

ボトル

奄美

かのか


