
握り寿司   Nigiri-Sushi 

1. 上　   Premium      　￥１７００ 

2. 中　   Deluxe      　￥１５００ 

3. 並　   Regular      　￥１３００ 

生ちらし ・ 巻物 
Chirashi-Sushi / Sushi Roll 

4. 上　   Premium      　￥１７００ 

5. 中　   Deluxe     　　 　￥１５００ 

6. 並　   Regular      　￥１３００ 

7. いくら丼   Salmon roe rice bowl   　￥２０００ 

8. 新香巻   Pickled cucumber roll   　￥５５０ 

9. 納豆巻   Natto (Fermented Soybean) roll 　￥５５０ 

10.玉子巻　  Egg roll      　￥５５０ 

11.カッパ巻　  Cucumber roll     　￥５５０ 

お刺身　Sashimi 

12. しめさば刺身   Pickled mackerel    　￥６００ 

13. サーモン刺身  Salmon       　￥７００ 

14. 甘エビ刺身　  Shrimp      　￥６００ 

15. 活ツブ刺身    Whelk (Tsubu)     　￥７５０ 

16. 活ホッキ刺身  Surf clam(Hokki)    　￥７５０ 

17. ブリ刺身     Yellowtail     　￥８００ 
（※季節により変わります。 Depends on the season） 

18. タイ刺身   Sea bream     　￥７００ 



19. 馬刺   Horse meat sashimi   　￥７５０ 

20. 刺身盛り合わせ  Assorted sashimi     　￥１８００ 
（Salmon, whelk, shrimp, yellowtail, sea bream etc.It depends on the season.） 

※お刺身は厚切りでご提供させて頂いております。　薄切りもお申し付け下さい。 

We usually serve sashimi in thick slices. 
We can also serve it in thin slices, so if you like thin 
slices, please let us know. 

一品料理   A la Carte 

21. かにシューマイ Crab dim sum     　￥５００ 

22. 揚げ出し豆腐　 Deep-fried tofu    　￥４５０ 

23. ツブ焼　   Grilled whelk     　￥６００ 

24. 冷やっこ　   Chilled tofu     　￥３００ 

25. 枝豆　   Edamame      　￥３００ 

26. もずく酢　   Vinegared mozuku seaweed  　￥３８０ 

27. クリームチーズの酒盗のせ      　￥４８０ 
Japanese Anchovies* on cream cheese 
*salted and fermented bonito intestine 

28. いぶリがっこクリームチーズサンド     　￥４８０  
smoked daikon pickles Sandwich 
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揚げ物　Deep-fried food 

29. 若鶏半身唐揚げ Fried half-cut chicken   　￥９００ 

30. ザンギ　  Japanese fried chicken  一番人気！￥６５０ 

31. 手羽先　  Chicken wing     　￥４５０ 

31. カボチャ・フォンデュ　Pumpkin fondue   　￥４００ 

32. ゲソ南蛮 　 Deep-fried squid's legs   　￥５００ 

33. カニ甲羅揚げ　 Deep-fried crab shell   　￥４５０ 

34. ポテトフライ  French fries     　￥４００ 

35. タコの唐揚げ　 Deep-fried octopus   　￥４５０ 

36. とり皮ぎょうざ   Chicken skin Gyoza    　￥４８０ 

37. 小エビの唐揚げ Deep-fried small shrimp  　￥４５０ 
　 
38. 鶏ハツの唐揚げ Fried Chicken hearts   　￥４００ 

39. カキフライ　 Deep-fried crispy oyster   　￥５５０ 

40. エビフライ　 Deep-Fried crispy Shrimp   　￥６００ 

41. はるまき 　  Spring roll     　￥４００ 

42. かにつめ付クリームフライ      　￥５００ 
Crab Cream Croquette with crab claws   　 

43. カマンベールチーズスティックCamembert cheese 　￥４００ 
  
44. いももち（カマンベールチーズ入り）    　￥４５０ 
Camembert cheese Potato Rice Cakes    　 



焼き物   Grilled dish 

45. ホッケ焼き   Grilled hokke mackerel  　　￥１０００ 

46. こまい　   Komai (saffron cod)   ￥５００ 

47. ししゃも　   Shishamo (smelt)     ￥４５０ 

48. ナス焼き　   Grilled eggplant    ￥４００ 

49. エビ焼き （2本）  Grilled shrimp(2sticks）  ￥６００ 

50. とり串（３本）   Chicken on a skewer(3 skewers) ￥４００ 

51. ブタ串（3本）  Pork on a skewer(3 skewers） ￥４００ 

52. ハツ串（3本）  Heart on a skewer(3 skewers） ￥４００ 
  
53. 砂肝串（3本）  Gizzard on a skewer(3 skewers） ￥４００ 

54. レバー串（3本） Liver on a skewer（3 skewers） ￥４００ 
  
55. つくね（3本）  Meatball a skewer(3 skewers） ￥４５０ 

56. もちベーコン(2本)   Mochi and bacon(2 skewers)  ￥３５０ 

57. 牛サガリ串（2本） Beef hanging tender(2skewers) ￥６００ 

ご飯もの　Rice dish 

58, ライス   Rice       ￥２５０ 

59. ライス大盛り   Large size Rice    ￥３５０ 

60. とろろ飯     Grated yam & rice    ￥６００ 

61. お茶漬け（シャケ） Ochazuke      ￥５５０ 
　(Boiled rice in tea with salmon )      

62. お茶漬け（ウメ） Ochazuke      ￥５００ 
　( Boiled rice in tea with plum )     



おにぎり　Rice ball 

63. ウメ    Salted plum      　￥２００ 

64. シャケ    Salmon       　￥２５０ 

65. オカカ    Bonito flakes     　￥２００ 

66. スジコ    Salmon roe     　￥３００ 

67. タラコ    Cod roe      　￥３００ 

For Vegetarian & Vegan 

8.  新香巻  Pickled cucumber roll   　￥５５０ 

9.  納豆巻   Natto (Fermented Soybean) roll 　￥５５０ 

11. カッパ巻　 Cucumber roll     　￥５５０ 

22. 揚げ出し豆腐　 Deep-fried tofu    　￥４５０ 

24. 冷やっこ　   Chilled tofu     　￥３００ 

25. 枝豆　   Edamame      　￥３００ 

26. もずく酢　   Vinegared mozuku seaweed  　￥３８０ 

34. ポテトフライ  French fries     　￥４００ 

48. ナス焼き　  Grilled eggplant    　￥４００ 

58. ライス    Rice       　￥２５０ 

59. ライス大盛り Large size Rice    　￥３５０ 

60. とろろ飯    Grated yam & rice    　￥６００ 

62. お茶漬け（ウメ) Ochazuke      　￥５００ 
( Boiled rice in tea with plum )     

63. ウメおにぎり  Salted plum Rice ball   　￥２００



お飲み物   Drink 

1.  生ビール    Draft beer   ￥５００ 

2.  ビンビール　   Bottled beer   ￥６００ 

3.  ノンアルコールビール   Non-alcoholic beer ￥４００ 

4.  日本酒一合（ 冷・燗 ）Sake(１８０ml ICED/HOT )￥４００ 

5.  日本酒二合（ 冷・燗 ）Sake(３６０ml ICED/HOT )￥８００ 

6.  冷酒      Cold sake   ￥８００ 

焼酎ボトル  Shochu Bottle 

7.  黒酔神　   Krosuishin    ￥３５００ 
  
8.  レジェンド　  Legend     ￥１８００ 

9.  サン　   SUN      ￥１８００ 

10. 鏡月　   Kyougetsu     ￥２０００ 

11. やりぱなし25度（ 芋 ） Yaribanashi(sweet potato) ￥３０００ 

12. 国生25度 ( 芋 )   Kokushou(sweet potato)  ￥３５００ 

13. いいちこ25度( 麦 ) Ichiko (barley )  　  ￥２５００ 

グラス   Glass 

14. 芋焼酎水割り　Sweet potato Shochu with water ￥５００ 

15. 芋焼酎ロック SweetPotato Shochu on the rocks ￥５００ 

16. 焼酎　水割り  Shochu with water    ￥４００ 

17. 焼酎　ロック Shochu on the rocks   ￥４００



17. ウィスキー水割り　 Whiskey with water  ￥５００ 

18. ウィスキーロック Whiskey on the rocks  ￥５００ 

19. ハイボール   High-ball(whiskey and soda) ￥４８０ 

サワー・チューハイ　Sour, Chu-hai 

20. ライムサワー　  Lime sour    ￥４００ 

21. カルピスサワー  Calpico sour    ￥４００ 

22. ウメサワー　  Plum sour    ￥４００ 

23. グレープサワー   Grape sour    ￥４００ 

24. ライチサワー    Litchi sour    ￥４００ 
  
25. レモンサワー    Lemon sour    ￥４００ 

26. グレープフルーツサワー　Grapefruit sour  ￥４００ 

27. チューハイ　  Shochu with soda   ￥４００ 

28. ウーロンハイ    Shochu with Oolong Tea  ￥５００ 

29, みぞれりんごの梅酒　　Apple flavor Umeshu  ￥５００ 

30. 鶴梅柚子　　　　 Yuzu flavor liqueur  ￥５００ 

ジュース類 Soft drink 

30. オレンジジュース　 Orange juice    ￥２５０ 

31. カルピス　  Calpico     ￥２５０ 

32. コーラ　   Coke      ￥２５０ 

33. ウーロン茶　  Oolong Tea     ￥２５０ 



北海道岩内郡岩内町字万代10-13 
10-13 Mandai, Iwanai, 045-0003 

営業時間：17:00pm ー 22:00pm 
0135-62-9341 
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営業時間：午後17:00～午後22:30 
（ラストオーダー：午後22時まで） 

定休日：月曜日　変更あり 

ご宴会のご予約を承ります。（20名まで） 
当店では貸売りは一切致しません。 

Business hours: 5:00 pm to 10:30 pm 
(Last order until 10 pm) 
Closed: Mondays 

We take reservations for parties.  
(Up to 20 people) 

                   Sakura Tei 
北海道岩内郡岩内町字万代10-13 
10-13 Mandai, Iwanai, 045-0003 

Phone: 0135-62-9341 
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