
１５００円（税込1620円） 

お昼だけの 寿司定食 

小鉢 お寿司盛合せ 揚物 汁物 コーヒー 

お昼だけの 刺身定食 

小鉢 刺身盛合せ 揚物 ご飯 汁物 コーヒー 

海鮮フライ定食 

小鉢 フライ盛合せ ご飯 汁物 コーヒー 

天ぷら定食 

小鉢 天ぷら盛合せ ご飯 汁物 コーヒー 

お昼だけの寿司定食 

※季節や仕入れの都合により内容は変わります。 

お昼だけの刺身定食 

お昼の定食 
★日曜、祭日もご利用できる様になりました！ 

※お昼の定食ですが・・・夜もＯＫです！ 

お昼だけの天ぷら定食 

鶏の唐揚げ定食 

海鮮フライ定食 

ステーキ定食 

★魚が苦手な方のために・・・ 

鶏の唐揚げ定食   １２００円（税込1296円） 

小鉢 からあげ ご飯 汁物 コーヒー 

ステーキ定食 １５００円/２５００円（税別） 

小鉢 ステーキ ご飯 汁物 コーヒー ※２５００円はお肉が２倍です。 

牛すき定食  １５００円/２５００円（税別） 

小鉢 すき焼き ご飯 汁物 コーヒー ※２５００円はお肉が２倍です。 

牛すき定食 1500円（税別） 



おまかせ定食 ・・２０００円／２５００円 

小鉢 刺身 煮物 焼物 揚物 蒸し物 ご飯 汁物 コーヒー 

お寿司定食  ・・２５００円（税込2700円） 

小鉢 寿司盛合せ 揚物 蒸し物 汁物 コーヒー 

どんぶり定食 ・・２５００円（税込2700円） 

小鉢 海鮮丼 揚物 蒸し物 汁物 コーヒー 

お刺身定食  ・・２５００円（税込2700円） 

小鉢 刺身盛合せ 揚物 蒸し物 ご飯 汁物 コーヒー 

あらだき定食 ・・２０００円（税込2160円） 

小鉢 刺身 あらだき 蒸し物 ご飯 汁物 コーヒー 

お子様！！ 

お寿司ランチ ・・１５００円（税込1620円） 

小鉢 お寿司盛合せ（５カン） 揚物盛合せ デザート ジュース 

おまかせ定食 2500円 

どんぶり定食 2500円 

お寿司定食 2500円 

お刺身定食 2500円 

※季節や仕入れの都合により内容は変わります。 

当店イチオシ！！ 

おすすめの定食♪ 

お刺身１種   お刺身３種盛り 

（税込2160円）（税込2700円） 

海鮮茶漬け定食  1500円/2500円（税別） 
小鉢 揚物 海鮮茶漬け 汁物 コーヒー 

うなぎ茶漬け定食 1500円/2500円（税別） 
小鉢 揚物 うなぎ茶漬け 汁物 コーヒー 

      ※2500円は魚が2倍です。 

うなぎ茶漬け 



だるまの味を満喫！ 

おまかせ定食 お寿司付き ・・３５００円（税込3780円） 

おまかせ定食2500円のご飯がお寿司に変わります。 

 

あわび付き♪♪ あわびは『お刺身』『網焼き』が選べます。 

 おまかせ定食 ・・３０００円（税込3240円） 

 刺身定食  ・・３０００円（税込3240円） 

 お寿司定食き ・・３０００円（税込3240円）  

 どんぶり定食 ・・３０００円（税込3240円）  

 当店イチオシ！の2500円の定食に 

  『ひと口あわび』が付いてます。 

生まぐろ寿司定食 3500円 

おまかせ定食 あわび付き 

※季節や仕入れの都合により内容は変わります。 

おまかせ定食 お寿司付き 

季節限定♪ 

とらふぐ定食   ・・25００円（税込2700円） 

小鉢 ふぐ刺身 ふぐ鍋 ごはん コーヒー 

とらふぐ定食 唐揚げ付・・35００円（税込3240円） 

小鉢 ふぐ刺身 ふぐ鍋 ふぐから揚げ ごはん コーヒー 

生まぐろ寿司定食 ・・25００円/3500円（税別） 

小鉢 お寿司盛合せ 揚物 汁物 コーヒー 

天ぷら盛りが少し豪華です♪ 

天ぷら盛り付き♪♪ 

 刺身定食  ・・３０００円（税込3240円） 

 お寿司定食  ・・３０００円（税込3240円）  

 どんぶり定食 ・・３０００円（税込3240円）  

当店イチオシ！の2500円の定食の揚げ物が  
 『天ぷら盛合せ』に変わります。 

お刺身定食 天ぷら盛り付き 



お刺身・お寿司 

お刺身盛合せ １８００円/３５００円（税別） 

ひと口あわびの刺身（2個）１５００円（税込1620円） 

お寿司 海鮮盛合せ  １８００円（税込1944円） 

お寿司 マグロ盛合せ ２５００円（税込2700円） 

 

揚げ物 

さつま揚げ盛合せ   １５００円（税込1620円） 

天ぷら盛合せ    １５００円（税込1620円） 

海鮮フライ盛合せ   １５００円（税込1620円） 

エビフライ（5尾）    15００円（税込1620円） 

カキフライ（10個）    １０００円（税込1080円） 

イカの天ぷら     １２００円（税込1296円） 

 

煮物・焼物 
ひと口あわびの網焼き  850円（税込918円） 

さざえのつぼ焼き（5個） 1500円（税込1620円） 

焼きはまぐり   1500円（税込1620円） 

あらだき     1500円（税込1620円） 

海鮮フライ 
お寿司 海鮮盛合せ 1800円 

お寿司 マグロ盛合せ 2500円 

焼きはまぐり ※季節や仕入れの都合により内容は変わります。 

さつま揚げ 

さざえのつぼ焼き 



ステーキ溶岩焼き  2500円（税込2700円） 

鳥のから揚げ    １２００円（税込1296円） 

ご飯       ２００円（税込216円） 

味噌汁       3００円（税込324円） 

茶碗蒸し     5００円（税込540円） 

えびちり（10尾）  １５００円（税込1620円） 

海鮮 ピザ   １５００円（税込1620円） 

海鮮サラダ   １２００円（税込1296円） 

ソーセージ盛合せ １５００円（税込1620円） 

☆調理の都合で、日曜・祭日は４時からです。 

えびフライ 

海鮮ピザ 

鳥のから揚げ 

ソーセージ盛合せ 

ステーキ溶岩焼き 

※季節や仕入れの都合により内容は変わります。 

エビチリ 

かきフライ 



 飲み物の料金表 

飲み切りサイズなので、開けたての美味しいお酒が味わえます。 

いろんなお酒を飲み比べてお楽しみ下さい。 

地酒 300ml 

純米樽酒
じゅんまいたるざけ

  純米酒  １５００円（税別） 

辛丹波
からたんば

  本醸造  １５００円（税別） 

ひやしぼり 大吟醸  １５００円（税別） 

賀茂鶴
か も つ る

  本醸造  １５００円（税別） 

獺祭
だっさい

   純米大吟醸 ２５００円（税別） 

地酒 720ml 

越乃寒梅
こしのかんばい

  純米 ３５００円（税別） 

久保田
く ぼ た

  吟醸 ３５００円（税別） 

焼酎 720ml 

佐藤
さ と う

・白麹 さつまいも ８０００円（税別） 

魔王
まお う

   さつまいも ８０００円（税別） 

ビューティーバー（ホット・アイス）250円（税別） 

・ジャスミン＆ウーロン + 食物繊維 

植物生まれの水溶性食物繊維を使用！ 

・ローズ＆ハイビスカス + コラーゲン 
良質なフィッシュコラーゲンを使用！ 

・かりん＆ゆず + CoQ10 

健康成分のCoQ10を使用！ 



日本酒 

 銀冠 超辛口（熱燗・冷酒） 600円（税込648円） 

果実酒 （ロック・ソーダ割り） 500円（税込540円） 
 ・梅酒 ・もも ・シークワサー  ・りんご 

 ・グレープフルーツ 
ワイン・他 

 ハイボール     550円（税込594円） 

 ワイン（ボトル 赤・白）  1800円（税込1944円） 

 

焼酎（水割り・お湯割り・ロック） 
 ・米 ・麦 ・芋 

 グラス 500円（税込540円） 

 瓶  2500円（税込2700円）  

ビール 
 生ビール    700円（税込756円） 

 瓶ビール（キリン・アサヒ）  750円（税込810円） 

 ノンアルコールビール  300円（税込324円） 

ソフトドリンク・他  

烏龍茶・コーラ・ラムネ 250円（税込270円） 

果汁１００％    250円（税込270円） 
 ・オレンジ ・りんご ・グレープフルーツ 

 ・パイナップル  ・グレープ 

その他・・・     350円（税込378円） 

 ・アイスクリーム ・ぷちケーキ ・コーヒーゼリー 

ぷちケーキ 350円 

コーヒーゼリー 

コーヒー他 ３５０円（税込378円） 

☆ホット 
・コーヒー ・カプチーノ ・ココア ・抹茶オレ 

☆アイス 
・コーヒー ・カプチーノ ・ココア ・抹茶オレ 



営業時間 

AM11:00～PM10:00 

オーダーストップ8時半くらいです。 

暇だったら・・・ 

早目に閉めちゃう事があります。 

お電話を頂けたら助かります♪ 

☆小グループのお食事等 

ご予約お受けしております。 

ご予算などお気軽にご相談下さい。 

 

☆だるまの定食 3000円（税別）～ ７名様以上でのご利用で 

『民宿しらいし』のお座敷（個室）でお食事できます。 

※前日までのご予約です。 

お気軽にお問合せ下さい♪ 

http://www.m-shiraishi.com 


