
にぎりセットにぎりセット
Nigiri Set　
攥寿司套餐　

초밥세트

4,200
Kiwami

A sumptuous set including fatty tuna, abalone 
and spot prawn. 12 pieces as shown in 
the picture plus 1 nigiri of your choice and soup.

内含金枪鱼大脂肉、鲍鱼、
牡丹虾的豪华套餐菜谱。
（照片中12个＋任选攥寿司1个＋汤品）

오토로, 전복, 도화새우 호화로운 세트메뉴입니다. 
(사진의 12개 + 좋아하는 초밥 1개 + 국)

大とろ・あわび・ぼたん海老を揃えた豪華なセットメニューです。

（写真の12個＋好きなにぎり1個※1 ＋ お椀）

極極
（きわみ） 

＋
お好きなにぎりをお選び下さい
（※1 江戸前穴子1本、生うにを除く）

어느 것이든 원하시는 초밥 
1개를  만들어 드립니다.　

Order one nigiri 
of your choice.　
可任选1个喜欢的攥寿司。

のり椀
Soup
汤品

국

人気
No.1
人気
No.1

The Manager’s special selection 
14 pieces altogether. 
The most popular menu item, as seen on TV.

店长精选推荐的14种食材汇集一堂。

也是电视台介绍最受欢迎第1位的套餐菜谱。

리사가 자신있게 엄선한 재료 14종을 담았습니다.
텔레비젼에도 소개된 인기 넘버원의 세트메뉴입니다!　

店長が厳選した自信のネタを14種揃えました。

テレビでも紹介された

人気ナンバー1のセットメニューです！

3,500
Omakase
おまかせ

（税込3,850円）
円
（税抜）

（税込4,620円）
円
（税抜）

A special set including 
the popular salmon belly roll. 

内含受欢迎的鱼腩寿司卷实惠套餐

연어알뱃살말이가 들어있는 유익한 세트입니다.

2,800
Tokusen Nigiri
特選にぎり

人気のハラス巻が入った、

お得なセットです

（税込3,080円）
円
（税抜）

消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合があります。 季節・入荷状況により品物がない場合がございます。器は一部撮影用となっております。
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4,000

こだわり天然まぐろセットこだわり天然まぐろセット
Kodawari Tennen Maguro set

¥700

お子様寿司  Okosama Zushi
Kids Sushi 儿童寿司    어린이용 초밥

※是小学生以下的儿童用寿司。

※초등학생 이하의 손님용 초밥입니다. 
※是小学生以下的儿童用寿司。

※초등학생 이하의 손님용 초밥입니다. 

築地

にぎり8個と細巻きのセットです

※小学生以下のお客様に

　限らせていただきます

1,650

8 Nigiri sushi plus thin rolled sushi (1 cut roll)
8个攥寿司和细卷寿司的套餐

초밥 8개와 김말이 세트

Tsukiji

For customers with elementary or 
preschool children.
For customers with elementary or 
preschool children.

すし好 

Sushiko's special ‒ 10 nigiri.

由10个攥寿司组合的好寿司代表菜谱！

초밥 10개 스시코 대표메뉴! 

2,300

にぎり10個ついたすし好の代表メニュー！

Sushiko

Prime Wild-caught Tuna Sushi Assortment

请尽情享受天然金枪鱼的美味

최상 천연 참치 세트

Enjoy the rich taste of wild-caught Tuna

（税込4,400円）
円
（税抜）

（税込2,530円）
円
（税抜）

（税込1,815円）
円
（税抜）

（税込770円）
円
（税抜）

消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合があります。 季節・入荷状況により品物がない場合がございます。器は一部撮影用となっております。



750750 1,0501,050

ひかり三種盛ひかり三種盛ひかり三種盛ひかり三種盛
Hikari-Sanshu Mori
さば・あじ・こはだの3種セット。

炙り三種盛炙り三種盛炙り三種盛炙り三種盛

Aburi-Sanshu Mori
大とろ・サーモン・さばの3種セット。

人気づくし　人気づくし　人気づくし　人気づくし　

1,7001,700Ninki Zukushi

まぐろづくしまぐろづくしまぐろづくしまぐろづくし

1,9001,900Maguro Zukushi
大とろ・中とろ・赤身・炙り・づけの5種セット。 中とろ・サーモン・いくら・えび・穴子の人気セット。

1,2001,200

塩・すだち三種盛塩・すだち三種盛塩・すだち三種盛塩・すだち三種盛貝三種盛貝三種盛貝三種盛貝三種盛
Kai-Sanshu Mori
みる貝・赤貝・ほたての3種セット。

Shio-Sudachi-Sanshu Mori
平目・金目鯛・いかの3種セット。

にぎわい
にぎり14種28個+いくら鮭ハラス巻1本。

グループで来店されたお客様に大人気！

東京都中央卸売市場から

新鮮なネタを毎朝直送。

厳選された新鮮素材でのご提供です。

東京都中央卸売市場から

新鮮なネタを毎朝直送。

厳選された新鮮素材でのご提供です。

초밥 14종 28개 + 연어알뱃살말이 한줄.
단체 손님에게 대인기!

内含14种攥寿司28个和鲑鱼子鲑鱼腩寿司卷1条，

深受团体客人欢迎！

Nigiri sushi (28pcs-2each of 14types.) 
and 1 ikura sake harasumaki Roll. 
Popular with groups.

Nigiwai

5 piece set - Fatty tuna, medium-fatty tuna,
lean tuna, seared tuna, marinated tuna
天然金枪鱼的大脂肉、中脂肉、红肉、火炙、腌渍5款组合最受欢迎寿司套餐。

천연 참치의 오토로, 주토로, 붉은속살,아부리, 간장절임 5종 인기세트. 

5 piece set - Medium-fatty tuna, salmon, 
salmon roe, boiled shrimp, sea eel
金枪鱼中脂肉、三文鱼、鲑鱼子、虾、星鳗、5款组合最受欢迎寿司套餐。

주토로, 연어, 연어알, 새우, 붕장어 5종 인기세트 

3 piece set - Mackerel, horse mackerel, gizzard shad

青花鱼、鲹鱼、中号鲱鱼3款组合寿司套餐

고등어, 전갱이, 전어 3종세트

3 piece seared set - Fatty tuna, salmon, mackerel 

火炙金枪鱼大脂肉、三文鱼、青花鱼3款组合寿司套餐

오토로, 연어, 고등어아부리 3종세트

3 piece set - Giant Clam, Ark Shell, Scallop

海松贝、毛蛤、鲜扇贝3款组合寿司套餐

왕우럭조개, 피조개, 생가리비 3종세트

3 piece seared set - Flounder, Red Bream, Squid

比目鱼、金眼鲷、墨鱼3款组合寿司套餐

광어, 금눈돔, 오징어3종세트

季節・入荷状況により品物がない場合がございます。 Sushi ingredients are subject to availability.   根据季节和进货情况，有时内容会有变更。 

消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合があります。  器は一部撮影用となっております。

7,800
（税込8,580円）

円
（税抜）

（税込2,090円）
円
（税抜）

（税込1,870円）
円
（税抜）

（税込825円）
円
（税抜）

（税込1,155円）
円
（税抜）

（税込1,320円）
円
（税抜）

1,0501,050
（税込1,155円）

円
（税抜）




