
メニュー

≪お刺身≫
竹 （季節の鮮魚を使用した3種盛り） １５００円

松 （季節の鮮魚を使用した５種盛り） ２３００円

桶盛り

２人桶 ５０００円

３人桶 ７４００円

４人桶 １００００円

５人桶 １２０００円
≪つき出し≫

枝豆 ３００円

冷奴 ４００円

もずく酢 ５００円

地魚南蛮漬け ６００円

≪煮物・蒸し物≫

茶碗蒸し ６００円

牛すじ煮込み ８００円

≪揚げ物≫
揚げ出し豆腐 ５００円

にんにくの天婦羅 ７００円

鶏の唐揚げ ８００円

たこの天婦羅 ９００円

天婦羅盛合わせ １５００円

黒岬メニュー

（税別）



≪焼き物≫

砂肝ピリ辛焼き ５００円

焼きへしこ （蒲入産） ６００円

手羽先の明太子焼き ７００円

うなぎの蒲焼き ９００円

干物盛り合せ （鯵・カレイ・はたはた２匹） １３００円

但馬牛サーロインステーキ ２５００円

≪飯物≫

梅茶漬け (漬物付き） ５００円

塩昆布茶漬け （漬物付き） ５００円

へしこ茶漬け （漬物付き） ７５０円

鮭アラ茶漬け （漬物付き） ７５０円

≪丼物≫

海鮮丼 （漬物・汁付き） １３００円

※10食限定白飯・寿司飯からお選び下さい

天丼 （漬物・汁付き） １３００円

いくら丼 （漬物・汁付き） １４００円

鮭といくらの親子丼 （漬物・汁付き） １４００円

うに・いくら丼 (漬物・汁付き） ２５００円

（税別）



≪その他≫

ご飯 (漬物付き） ２５０円

味噌汁 ３００円

赤出し ３５０円

漬物盛合わせ ４００円

お子様ランチ １０００円

≪定食≫

朝食メニュー

玉子焼き定食 １０００円

鮭アラ定食 １３００円

干物定食 １５００円

※コーヒー・紅茶・ジュースの中から１つお選び頂けます

※朝食はご飯・味噌汁はお替りできます

昼食メニュー （ランチ価格） （ディナー価格）

唐揚げ定食 ９００円 １２００円

魚フライ定食 １０００円 １５００円

ヒレカツ定食 １１００円 １６００円

天婦羅定食 １５００円 ２０００円

お刺身定食 ２０００円 ２５００円

≪黒岬フルコース≫

丹後の海の幸・山の幸を惜しげもなく使用した

黒岬ならでわのコースとなっております

５０００円※前日までのご予約となっております

※季節により内容が異なる場合が御座います

{ }

（税別）



黒岬寿司メニュー
≪巻寿司≫ ～２本１２貫～

かっぱ巻 ５００円

しんこ巻 ５００円

納豆巻 ５００円

鉄火巻 １２００円

（仕入れにより無い場合が御座いますのでスタッフへご確認ください）

≪にぎり寿司≫ ～３貫～

海老 ８００円

鮪 （まぐろ） ９００円

鯛 ９００円

かんぱち １２００円

しまあじ １４００円

いくら軍艦巻 １５００円

うに軍艦巻 ２２００円

（仕入れにより無い場合が御座いますのでスタッフへご確認ください）

≪にぎり盛合わせ≫

にぎり （７貫） １５００円

上にぎり （７貫） ２５００円

にぎり２人盛り （７種１４貫） ３０００円

にぎり３人盛り （７種２１貫） ４５００円

にぎり５人盛り （７種３５貫） ７５００円

≪押し寿司≫
海老押し寿司 １２００円

〆鯖炙り棒寿司 １３５０円

上にぎり

〆鯖炙り棒寿司

（税別）



ドリンクメニュー
≪ビール≫

ノンアルコールビール （キリンゼロイチ３３４ml） ４００円

瓶ビール （アサヒスーパードライ中瓶） ５００円

（キリンクラシックラガー中瓶） ５００円

生ビール (小） ４５０円

（中） ６００円

≪サワー≫
・レモン ・グレープフルーツ ・梅

・カルピス ・カシス ・青りんご ５００円

≪お酒≫
梅酒 （ロック・お湯割り） ５００円

梅酒 （ソーダ割り） ５５０円

ゆず酒 （ロック・お湯割り） ６００円

ゆす酒 （ソーダ割り） ６５０円

カシス （ソーダ・オレンジ・ウーロン割） ６００円

ハイボール ６００円

コークハイ ７００円
≪焼酎≫ （ショット） （ボトル）

かのか （まろやかな麦焼酎） ６００円

さつま白波 （本格芋焼酎・鹿児島） ６００円

奄美 （黒糖焼酎・鹿児島） ６００円

二階堂 （麦焼酎・大分） ６００円 １８００円900ml

財宝 (南薩摩芋焼酎・鹿児島） ６００円 ２０００円900ml

閻魔 （麦焼酎・大分） ６５０円 ２４００円720ml 

神の河 （麦焼酎・鹿児島） ７００円 ２６００円720ml

いもたん （丹後金時芋焼酎・丹後） ７００円 ２６００円720ml

（税別）



≪日本酒≫

玉川 １合 辛口 ６００円

玉川 １．５合 辛口 ９００円

冷酒

天橋立へようきなった 純米吟醸300ml 白糸酒造 １０００円

京の春 生貯蔵酒300ml   向井酒造 １２００円

伊根満開 赤米酒300ml   向井酒造 １３００円

丹後のおすすめ地酒

★ 京女 本醸造 （甘口） ハクレイ酒造 ８００円

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

★酒呑童子 純米酒 （辛口） ハクレイ酒造 ８００円
熟成された深い香りと柔らかな旨みが口中に広がる辛口なお酒

★人食い岩 特別本醸造 （辛口） 木下酒造 ８００円
久美浜産「五千五石」１００％を使用し自然水仕込みのさらっとした切れのある辛口なお酒

純吟 大辛 純米吟醸 （辛口） ハクレイ酒造 １０００円
京丹後「山田錦」の精米歩合を１０％より磨きあげすっきりとした辛口のお酒

伊根満開 赤米酒 （甘口） 向井酒造 １０００円

ロゼワインの様な爽やかで新感覚、果実の様な味わいと古代米の赤色なお酒

玉川 大吟醸 （辛口） 木下酒造 １４００円

フルーティーな香りと柔らかなのどごしのお酒

益荒猛男 純米原酒 （辛口） 向井酒造 １４００円
日本海の荒波でもまれ育った漁師の様な男らしいお酒

香田「３５％磨き」 大吟醸 ハクレイ酒造 ２２００円
丹後山田錦を３５％まで精米しとろりとした味わいの大吟醸原酒

※１合升売りの値段となっております

※★印のお酒はぬる燗としてもお楽しみ頂けます

（税別）



≪ワイン≫

グラスワイン （赤） ６５０円

グラスワイン （白） ６００円

～ 天橋立ワイン ～
とよさか (白） やや甘め １５００円360ml

天橋立ワイン （赤） 辛口 ３５００円720ml

ナイアガラ （白） やや甘め １３００円360ml

ナイアガラ （白） やや甘め ２５００円720ml

キャンベルアーリ（ロゼ)                                  １３００円360ml

キャンベルアーリ（ロゼ)                                  ２５００円720ml

≪ソフトドリンク≫

ミルク （ホット・アイス） ３５０円

リンゴジュース （果汁１００％） ３５０円

オレンジジュース （果汁１００％） ３５０円

カルピス ３５０円

コーラ ３５０円

ジンジャーエール ３５０円

ウーロン茶 ３５０円

ミックスジュース ５００円

コーヒー ４００円

アイスコーヒー ４００円

紅茶 （レモン・ミルク） ４００円

アイスティー （レモン・ミルク） ４００円

ココア （ホット・アイス） ５００円

カフェオレ （ホット・アイス） ５００円

写真はイメージです

（税別）



≪デザート≫

アイスクリーム （バニラ） ４２０円

アイスクリーム （イチゴ） ５００円

アイスクリーム （チョコレート） ５００円

デザートセットＡ
（コーヒー又紅茶）

７００円

デザートセットＢ
（コーヒー又紅茶）

９５０円

写真はイメージです


