
デリバリーフードメニュー 

Delivery Foods MENUS 
 



     

日本酒 
                                     

あさりの酒蒸し 

匠 山代 

トロ鉄火丼 ネギトロ丼 

おだまき蒸し 

信濃 
かっぱ巻き・マグロ・イカ
サーモン・玉子・あなご 
エビ・ネギトロ・エビマヨ 

１,５５０円 

401 
１人前 
９貫 

１,９９0円 3,060円 

ネギトロ手巻・マグロ・イカ 
ビントロ・サーモン・あなご 
甘エビ・ホタテ・ウニ・イクラ
切り玉子 

中トロ・マグロ・ビントロ 
サーモン・甘エビ・上あなご 
玉子・ウニ・イクラ・鉄火巻き 

美濃 佐渡 
マグロ・イカ・ハマチ・サーモンビント
ロ・イクラ・ネギトロ 
ズワイガニ・ツブ貝・ホタテ 
あなご・甘エビ・切玉子 

2,７３０円 3,５９0円 

マグロ・中トロ・サーモン 
五島あじ・エンガワ・つぶ貝 
ズワイガニ・上あなご 
生車エビ・ウニ・イクラ 

404 

１.5人前 
12貫 

405 

１.3人前 
11貫 

特上 極上(ネタ大） 

特選ちらし 

1,720円 

極上ちらし 

2,740円 

76０円 
44０円 

40８ 40９ 

6１0円 

4１０ 
4１１ 

1,980円 １,６１0円 

お寿司の品質のお問い合わせ、お取替えはデリバリーメニューのためいたしかねます。 

40６ 
40７ 

413 

うどん入り特大茶碗蒸し 

茶碗蒸し 

エビ・カニ・鶏肉・しい
たけ・かまぼこ・銀杏 

３１0円 

セットうどん 

おあげ・つゆ付 

40３ 
１人前 
11貫 

412 

※ 表示価格税込。※The price includes tax 

オーダー番号でご注文ください。 
Please order it with an order number 

40２ 
１人前 
10貫 

デリバリーメニュー 
Delivery menu 

【オーダー時間】  
   Order time 

10:00～22:00 

※本デリバリーは「銀のさら」よりのデリバリーメニューとなります 
※ This delivery is Menu from Ginno-Sara. (Sushi delivery) 

 

※ 合計2,500円以上のご注文にて承ります。 

※ Sushi delivery can be ordered from    

     more than 2500 yen in total. 

 

Inquilies about sushi and that once delivered can’t be changed. 

Please be understanding of that. 

Shinano Takumi Yamashiro 

Sado Mino 

Choice Chirashi sushi Chirashi sushi of extra quality 

Toro Tekka Don - tuna fish 

sashimi on vinegared rice 

in a bowl 

Negitoro Don - tuna fish 

sashimi and shallot on 

vinegared rice in a bowl 

 

Odamaki Musi 

(Udon in Chawan musi) 

Chawanmushi 

Set Udon Steamed Asari clam with Sake 

※Chawanmushi is cup-  

    steamed egg custard with  

    chicken, shrimp, and  

    vegetables. Trefoil leaves  

    are often put on top as a  

    garnish. 

 



※ 表示価格税込。※The price includes tax 

オーダー番号でご注文ください。 
Please order it with an order number デリバリーメニュー 

Delivery menu 

【オーダー時間】  
   Order time 

10:00～22:00 

※本デリバリーは「ドミノピザ」よりのデリバリーメニューとなります 
※ This delivery, “Ｄｏｍｉｎｏ‘ｓ Ｐｉｚｚａ", it'll be the delivery menu. 

 

 

          【オーダー方法】 
①フロント内線９番にてご注文ください。 
②３０分程度、お時間頂戴致します。 
③係がお部屋にお届けします。 

       [Order method] 
(1) Please order by calling extension 9 to the  

      front desk. 

(2) It takes around 30 minutes. 

(3) Staff sends up to your room. 

. 

¥2160 ¥3240 

¥2330 

¥3030 ¥2160 ¥3240 ¥4270 ¥2490 ¥3730 ¥3540 ¥3950 

¥1730 ¥2600 

¥2380 ¥3570 

¥3510 

¥710 ¥710 

¥610 ¥670 ¥600 

¥540 ¥330 ¥540 

¥540 ¥490 ¥540 

¥1000 

¥1000 

【オーダー時間】  
   Order time 

   10:00～22:00 

フロント内線９番にてご注文 
ください。 
  Please order by calling extension 9 to the  

      front desk. 

 
※本デリバリーは「ドミノピザ」よりのデリバリー 
 メニューとなります 
※This delivery, “Ｄｏｍｉｎｏ‘ｓ Ｐｉｚｚａ", it'll be  

   the delivery menu. 


