
 

 

 

 

 

 

 
DINNER MENU 

 

 

 
 

 

 

記載の料金はすべてサービス料・税金が含まれたお支払い金額です。 

食物によるアレルギーや食事制限のご要望は、予め係りにお申し付けください。 

季節・天候により料理内容、器などが変更になる場合がございます。 
Above prices include 10% service charge and consumption tax. 

Kindly inform our staff, if you are allergic to certain foods or are observing dietary restrictions. 

The actual presentations may differ from what you see in the photos. 



上記はすべて 10％のサービス料・税金を含みます。 

All prices include 10% service charge and consumption tax. 

＜Chef’s Recommended Dinner＞ 

あかぎあかぎあかぎあかぎ    – Akagi -      
￥13,000 

 

 

座付 2 種 APPETIZER  

お造り２種 2 kinds of SASHIMI 

進め肴 Today’s DISH 

天麩羅 TEMPURA 

巻海老 Prawns 

魚介４種 4 kinds of seafood 

野菜４種 4 kinds of vegetables 

御食事  

かき揚げ小天丼 または 天茶 

赤出汁 香の物 

TENDON or TENCHAZUKE 

Red miso soup & pickles 

デザート  DESSERT 
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上記はすべて 10％のサービス料・税金を含みます。 

All prices include 10% service charge and consumption tax. 

 

むさし － Musashi － 

￥8,000 

座付 APPETIZER  

天麩羅 TEMPURA 

巻海老 Prawns 

魚介３種 3 kinds of seafood 

野菜４種 4 kinds of vegetables 

御食事  

かき揚げ小天丼 または 天茶 

赤出汁 香の物 

TENDON or TENCHAZUKE 

Red miso soup & pickles 

デザート DESSERT 

 

 

つくば － Tsukuba － 

￥10,000 

座付  APPETIZER  

進め肴 Today’s dish 

天麩羅 TEMPURA 

巻海老 Prawns 

魚介３種 3 kinds of seafood 

野菜４種 4 kinds of vegetables 

変わり揚げ 1 kind of original tempura 

御食事  

かき揚げ小天丼 または 天茶 

赤出汁 香の物 

TENDON or TENCHAZUKE 

Red miso soup & pickles 

デザート  DESSERT 

 

 



上記はすべて 10％のサービス料・税金を含みます。 

All prices include 10% service charge and consumption tax. 

ほたか － Hotaka － 

 ￥16,000 

座付  APPETIZER  

お造り２種 2 kinds of SASHIMI 

進め肴 Today’s dish 

天麩羅 TEMPURA 

巻海老 Prawns 

魚介５種 5 kinds of seafood 

野菜４種 4 kinds of vegetables 

御食事  

かき揚げ小天丼 または 天茶 

赤出汁 香の物 

TENSDON or TENCHAZUKE 

Red miso soup & pickles 

デザート  DESSERT 

 

ふじ － Fuji － 

 ￥19,000 

座付  APPETIZER  

お造り 3 種 3 kinds of SASHIMI 

進め肴 Today’s dish 

天麩羅 TEMPURA 

巻海老 Prawns 

魚介５種 5 kinds of seafood 

野菜４種 4 kinds of vegetables 

御食事  

かき揚げ小天丼 または 天茶 

赤出汁 香の物 

TENSDON or TENCHAZUKE 

Red miso soup & pickles 

デザート  DESSERT 


