
 

       

海
うみ

ん寿し  3,300 円 

 

 

上すし定食  3,300 円 
  
刺身 上にぎり 6 貫 酢の物 

天ぷら グラタン 茶碗蒸し 

吸物 デザート  

 

 

ひたん寿し  1,600 円 
（野菜寿司） 

 
 

 

すし定食   2,200 円 
   
刺身 にぎり 6 貫 酢の物  

天ぷら 吸物 

 

 

すしランチ 1,650 円  
 

① にぎり８貫 天ぷら 吸物 

② にぎり８貫 たか菜巻 4 貫 

吸物 

野菜寿司レディースセ

ット 1,800 円 
野菜寿し５貫 たか菜巻 2 貫 

魚にぎり 3 貫 吸物 

ひたん寿しセット 2,200 円 
（野菜寿司） 

① ひたん寿し 天ぷら  

酢の物 吸物 デザート 

 

② ひたん寿し 海にぎり 3 貫 

吸物 デザート 
 

 

上にぎりランチ    2,200 円 



 

お寿司 棒すし・箱すし 

海ん寿し （ １ １ 貫 ・ 吸 物 ・ デ ザ ー ト     

３，３００円 

極上にぎり（トロ・うに入り９貫）３，０００円 

特上にぎり（うに・いくら入り９貫） 2,２００円 

上にぎり（いくら・穴子入り９貫）1,８００円 

にぎり（まぐろ・たい・カンパチ入り９貫）1,１００円 

トロ鉄火巻 2,２００円 

鉄火巻 1,１００円 

特上ちらし 2,２００円 

上ちらし 1,８００円 

特製ちらし寿司 1,１００円 

運気上上巻 ２，０００円 

人気の巻すし  ８００円 

バッテラ １、１００円 

伊達巻 １，８００円 

サラダ巻（トマト・レタス・えび入り）９００円 

梅巻  ９００円 

納豆巻  ７００円 

いなり  ７００円 

かっぱ巻（２本）  ７００円 

しんこ巻（２本）  ７００円 

血液さらさらたまねぎ巻 ８００円 

炙り三昧にぎり  2,２００円 

 

    

 

たか菜巻 ９００円 

梅たか菜巻 ９００円 

長寿巻（おぼろ昆布で巻いた）1,１００円 

白菜巻（冬限定）  ９００円 

炙りさば寿司 ２，０００円 

サーモン箱寿司 １、５００円 

えび箱寿司 1、４００円 

穴子箱寿司 1、４００円 

  

梅たか菜巻     ９００

円 

 

 

すし丼 

鉄火丼 １，８００円 

ネギトロ丼 ２，０００円 

まぐろの山かけ丼１，８００円 

細巻き・手巻き 

うに７００円 いくら６００円  

鉄火５５０円（鯛・カンパチ・イカ

しそ・穴子・エビマヨ）６００円（か

っぱ巻 玉子・しんこ）４００円 

 
野菜寿司 

 

（トマト・椎茸・パプリカ・ド

ライ梨）２００円・（ヤマメのい

くら）７００円 

  １貫からお作り致します。 

すべて税込みです。 

 



  

一品料理 定食 
刺身盛合わせ 1、６５０円 

まぐろユッケ        1、３００円 

吸い物 4５０円 

赤だし 4５０円 

茶碗蒸し 550円 

ジャンボ茶碗蒸し 1,100 円 
揚げ物 

寿司屋のとり唐揚げ 1,３00円 

とり天（ポン酢・ゆずごしょうで） 1,３00円  

たこ唐揚げ 1,３00円 

天ぷら盛合わせ 1,650 円 
焼き物 

カンパチかま焼 1,１00円 

まぐろステーキ １，３００円 

穴子一本焼 1,５００円 

焼イカわさびマヨ 1,１００円 

 

下足の塩焼き  1,１00円 

出汁巻玉子焼き   ７００円 

厚焼き玉子焼き（甘い）    ７００円 
 

酢の物 

鯛の内臓ポン酢 1,100 円 

炙りしめ鯖ポン酢 1,100 円 

イカ酢味噌和え 1,100 円 

海鮮サラダ         1,100円 

もずく酢   550円                     
 

すし定食（にぎり６カン・刺身付き） 2,200円 
 

上すし定食 3,300円 
（上にぎり６カン・刺身・天ぷら・カニグラタン・茶碗蒸し・吸い物・ 

デザート）） 

刺身定食(白ご飯) 2,200円 
   

天ぷら定食 1,650円 

天丼 1,100円 

上天丼        1,650円 

野菜寿司・海にぎり 

すしランチ 1,650円 
１、にぎり８貫・天ぷら・吸物 

２、にぎり 8貫・たか菜巻 4貫・吸物 

 

上にぎりランチ（上にぎり８貫・天ぷら・ 

吸物）   2,200円 
 

野菜寿司レディースセット １、８００円 
野菜寿司５貫・たか菜巻２個・海にぎり３貫・吸物 

 

ひたん寿しセット   2,200円 

１、野菜寿司 12貫・天ぷら・酢の物・吸物 

２、野菜寿司 12貫・海にぎり 3貫・吸物 

 

すべて税込みです。 

 

 

 

 

 

  



うな重　　　　　　　　　 3,800円 炙り鮎寿し 1,300円

うな丼 2,700円 鮎寿し 1,300円

かば焼き 4,000円 鮎塩焼き 1,300円

生ビール(中) 650円 ウーロン茶 350円

生ビール(小) 560円 オレンジジュース 350円

瓶ビール 650円 コーラ 350円

ノンアルコール 500円 ジンジャーエール 350円

冷酒 1,100円 カルピス 350円

日本酒 550円

焼酎 550円

ワイン 600円

ハイボール 550円

レモン酎ハイ 500円

自家製梅酒 550円

　        彌助すし本庄町店 ０９７３－２２－２２１６

Instagram　yasukesushi1

うなぎ アユ

お飲み物

彌助すしホームページアドレス http://hita-yasuke.com

Facebook　　やすけすし
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