
山田大名ちらし  ………

特上ちらし  ……………

 

上ちらし  ………………

 

中ちらし  ………………

並ちらし  ………………

気仙沼ふかひれ丼 ……
（ヨシキリザメの最高級尾びれ）

あわびミックス丼(うに・いくら) … 

 …ほたてミックス丼(うに・いくら)

ミックス丼(うに・いくら) …

ネギトロ丼 ……………

鉄火丼 ………………

いくら丼 ………………

穴子丼 ………………

南三陸キラキラ丼  …… 別　紙

三陸づけ丼(大)  ………

三陸づけ丼  …………

※寿司飯からご飯に変更可

ちらし寿司

海 鮮 丼

 
 

※１人前は３本

 
 

にぎり寿司 巻　物

サラダ＋ミニうどん・ミニそばセット

……… ＋

おすすめ

定食にも追加可能！

おすすめ
大人気

上にぎり

三陸づけ丼 山田大名ちらし

特上にぎり

山田大名にぎり  ……… ￥3,500(税込￥3,850)

特上にぎり  …………… ￥2,500(税込￥2,750)

上にぎり  ……………… ￥2,000(税込￥2,200)

中にぎり  ……………… ￥1,500(税込￥1,650)

並にぎり  ……………… ￥1,000(税込￥1,100)

￥4,000(税込￥4,400)

￥2,500(税込￥2,750)

￥2,000(税込￥2,200)

￥1,500(税込￥1,650)

￥1,000(税込￥1,100)

￥5,000(税込￥5,500)

￥3,200(税込￥3,520)

￥3,000(税込￥3,300)

￥2,700(税込￥2,970)

￥2,000(税込￥2,200)

￥2,000(税込￥2,200)

￥2,000(税込￥2,200)

￥1,000(税込￥1,100)

￥1,000(税込￥1,100)

￥1,500(税込￥1,650) ￥500(税込￥550)

ネギトロ巻き（１本） …… ￥700(税込￥770)

鉄火巻き（１本） ……… ￥700(税込￥770)

すじこ巻き（１本） ……… ￥600(税込￥660)

穴子胡瓜巻き（１本） …… ￥350(税込￥385)

山ごぼう巻き（１本） …… ￥250(税込￥275)

おしんこう巻き（１本）…… ￥250(税込￥275)

玉子巻き（１本） ……… ￥250(税込￥275)

かっぱ巻き（１本） ……… ￥250(税込￥275)

梅しそ巻き（１本） ……… ￥250(税込￥275)

納豆巻き（１本） ……… ￥250(税込￥275)

かんぴょう巻き（１本）…… ￥250(税込￥275)

太巻き ………………… ￥850(税込￥935)

サラダ巻き …………… ￥850(税込￥935)

助六寿司  ………… ￥700(税込￥770)

いなり寿司  ………… ￥650(税込￥715)

Ｘ巻き（とんかつ巻き） …… ￥900(税込￥990)

Ｙ巻き（海老フライ巻き） …… ￥900(税込￥990)

（ハーフ） ￥600(税込￥660)

（ハーフ） ￥600(税込￥660)

Ｚ巻き（カマンベールチーズ） … ￥900(税込￥990)

（ハーフ） ￥600(税込￥660)



サメ甘酢定食

 

 

 

 

 

 
 

冷たい

 
 

温かい

トッピング

そば・うどん 丼　物

定　食 土鍋のフカヒレ丼 … ￥2,000(税込￥2,200)

￥500 (税込￥550)お子様セット ………

￥700 (税込￥770)お子様寿司 …………

￥400 (税込￥440)お子様カレー ………

おまかせ刺身定食 ……… ￥2,000(税込￥2,200)

お子様メニュー

おすすめ

人 
気

人 
気

牛タン定食

サメカツ定食 ふかひれ丼

おまかせ刺身定食

うな重 …………… ￥3,000(税込￥3,300)

ミニうな重 ………… ￥1,600(税込￥1,760)

天　丼 …………… ￥900 (税込￥990)

海老フライ丼 ……… ￥800 (税込￥880)

ソースカツ丼 ……… ￥800 (税込￥880)

ヒレカツ丼 ……… ￥800 (税込￥880)

ロースカツ丼 ……… ￥800 (税込￥880)

豚生姜焼き丼 ……… ￥750 (税込￥825)

豚焼き肉丼 ………… ￥750 (税込￥825)

ユーリンチー丼 …… ￥700 (税込￥770)

マーボー丼 ………… ￥700 (税込￥770)

天ざるそば・天ざるうどん… ￥900 (税込￥990)

ざるそば・ざるうどん …… ￥600 (税込￥660)

ミニざるそば・ミニざるうどん… ￥250 (税込￥275)

ミニそば・ミニうどん …… ￥250 (税込￥275)

海老天ぷら（１本） ………… ￥200 (税込￥220)

たまご（１個） ……………… ￥50  (税込￥55)

天ぷらそば・天ぷらうどん… ￥900 (税込￥990)

豚ロースの味噌カツ定食… ￥900 (税込￥990)

豚ヒレ肉の味噌カツ定食… ￥900 (税込￥990)

海老フライ定食（２本）……… ￥900 (税込￥990)

ミックス定食（ヒレ＆海老フライ）… ￥900 (税込￥990)

鶏のから揚げ定食 ……… ￥900 (税込￥990)

豚生姜焼き定食 ………… ￥800 (税込￥880)

酢鶏定食 ………………… ￥800 (税込￥880)

チキンカツ定食 ………… ￥700 (税込￥770)

ユーリンチー定食 ……… ￥900 (税込￥990)

豚焼き肉定食 …………… ￥800 (税込￥880)

かけそば・かけうどん …… ￥600 (税込￥660)

サメ甘酢定食(フカヒレアイス付)… ￥1,000(税込￥1,100)

サメカツ定食(フカヒレアイス付)… ￥1,000(税込￥1,100)

天ぷら定食 ……………… ￥1,000(税込￥1,100)

特大ホッケ焼き定食………  ￥1,100(税込￥1,210)

………………牛タン定食 ￥1,200(税込￥1,320)



￥400(税込￥440)

￥500(税込￥550)

￥600(税込￥660)

￥900(税込￥990)

￥450(税込￥495)

￥400(税込￥440)より

￥4,000(税込￥4,400)より

 
 

 
 

焼き物

一品料理

揚げ物

サラダ

￥400(税込￥440) ￥500(税込￥550)

￥500(税込￥550)

￥400(税込￥440)

￥400(税込￥440)

￥450(税込￥495)

￥650(税込￥715)

￥650(税込￥715)

￥500(税込￥550)

￥500(税込￥550)

￥500(税込￥550)

￥800(税込￥880)

￥400(税込￥440)

￥700(税込￥770)

￥700(税込￥770)

￥600(税込￥660)

￥600(税込￥660)

￥600(税込￥660)

￥600(税込￥660)

￥600(税込￥660)

￥300(税込￥330)

￥700(税込￥770)

砂肝焼き ……………

￥800(税込￥880)牛タン焼き …………

つくね焼き …………

いか焼き ……………

かんぱちカマ焼き …

特大ほっけ焼き ……

 ほっけ焼きハーフ …

本日の焼魚 …………

￥300(税込￥330)枝　豆 ………………

￥300(税込￥330)冷　奴 ………………

￥500(税込￥550)香の物盛り合わせ …

￥700(税込￥770)酢の物盛り合わせ …

￥700(税込￥770)マーボー豆腐（単品）…

￥1,000(税込￥1,100)より刺身盛り合わせ ……

￥600(税込￥660)サメの広東風蒸し …

 

 

ふかひれ煮（和風）……

鶏のから揚げ …………

イカゲソ揚げ …………

ごぼう唐揚げ …………

チーズ揚げ ……………

長いも磯辺揚げ ………

海老フライ（単品）………

味噌カツ（単品）…………

チキンカツ（単品）………

酢どり（単品） …………

揚げ出し豆腐 …………

天ぷら盛り合わせ ……

ポテトフライ …………

ユーリンチー（単品）……

サメかつ（単品）…………

サメの甘酢葱ソース …

野菜サラダ(2～3人前) ……

ツナサラダ(2～3人前) ……

コーンサラダ(2～3人前) …  

トマトサラダ(2～3人前) …

大根サラダ(2～3人前) ……

ミニサラダ ……………

人 
気

人 
気

刺身盛り合わせ(5人前) サメの広東風蒸し

サメの甘酢葱ソース

ふかひれ煮(和風)

オードブルも承ります！(要予約)

（要予約）


