
刺身 炙りさば 砂肝の唐揚げ 牛特上カルビ
本まぐろ 炙りあなご　 小エビの唐揚げ 牛中落ちカルビ
まぐろ 炙りホタテ エビフライ 牛ねぎ塩カルビ
中トロ 炙りしいたけ ゲソ揚げ 牛ロース
トロ 炙りアスパラ イカフライ 牛上ロース
サーモン 芽ねぎ イカリング 牛特上ロース
〆さば 玉子 タコザンギ（唐揚げ） 牛ヒレ
ニシン ハンバーグ コロッケ 牛サガリ
さんま いくら ビーフコロッケ 牛上サガリ
平目 うに かにコロッケ 牛特上サガリ
黒がしら ねぎトロ 天ぷら 塩だれ牛サガリ
八角　 サーモン親子軍艦（サーモンといくら） たらばかに天ぷら 牛タン
鯛 エビ味噌 松葉かに天ぷら 牛タントロ
そい かに味噌 かに甲羅揚げ 牛上ミノ
ボタンエビ エビマヨ 串揚げ 牛レバー
甘エビ かにマヨ ポテトフライ 牛上ホルモン
タコ ツナマヨ フライドポテト 豚上カルビ
イカ まぐろ納豆 皮付きフライドポテト 豚上ロース
イカそうめん イカ明太子 さつま揚げ 豚トロ
ウニ 山芋とんぶり メンチカツ 豚ホルモン
アワビ とびっこ トンカツ 豚喉軟骨
ツブ 梅オクラ ごぼう揚げ 鶏もも肉
ホタテ サーモン巻 チーズフライ 鶏セセリ
ホッキ ねぎさば巻 カキフライ ジンギスカン
殻付カキ ねぎトロ巻 海鮮料理 ラム味付ジンギスカン
ホヤ 鉄火巻 煮魚 生ラム
毛がに トロ鉄火巻 きんき煮付け ベーコン
毛がに姿盛り 中トロ鉄火巻 さばの味噌煮 ポークウインナー
毛がに半身 山わさび鉄火巻 焼き魚 焼き野菜
たらばかに たらばかに親子巻（たらば棒肉と内子） きんき焼き きのこ
たらばかに湯引き かっぱ巻 さばの塩焼き にんにく焼き
たらばかに茹で上げ 納豆巻 ホッケ ペチュキムチ（白菜）
すし 梅しそ巻 シマホッケ オイキムチ（胡瓜）
ずわいかに 山わさび巻 真ホッケ カクテキ（大根）
北海松葉かに しんこ巻 ホッケの一夜干し ナムル
たらばかに かんぴょう巻 姫ホッケ もやしナムル
大トロ ごぼう巻 コマイ ほうれん草ナムル
中トロ 生太巻 コマイの一夜干し ぜんまいナムル
トロ 穴キュウ巻 ししゃも 大根ナムル
まぐろ いなり 子持ちししゃも 牛トロのお刺身
本まぐろ 焼き物 鮭のちゃんちゃん焼き 牛ユッケ
サーモン 鶏串 鮎の塩焼き 牛ヒレのユッケ
トロサーモン 鶏精肉 銀ダラかま 馬刺
八角　 鶏皮 銀ダラ西京焼き 角煮
はまち 手羽先 つぼ鯛 鍋物
鯛 つくね エイヒレ一夜干し かにしゃぶ
平目 チーズつくね イカ焼き タコしゃぶ
えんがわ 軟骨つくね イカの一夜干し かにすき
さば 月見つくね　 イカゴロ味噌焼き ちゃんこ鍋
こはだ 月見軟骨つくね 活タコ焼き きんき鍋
あじ 梅しそつくね 焼きボタンエビ きのこ鍋
〆さば 砂肝 焼き有頭エビ もつ鍋
ニシン 牛串 たらばかに焼き チゲ鍋
あわび 豚串 かに甲羅焼き 石狩鍋
ツブ 豚精肉 ホタテ焼き ラムしゃぶ
白ツブ アスパラベーコン ホタテ貝柱焼き 牛しゃぶ
ホタテ　 アスパラバター焼き ホタテバター焼き 豚しゃぶ
ホッキ しいたけバター焼き ツブ焼き 〆の雑炊
ボタンエビ なすバター焼き ホッキ貝焼き 〆のうどん
甘エビ なすチーズ焼き あわび焼き 麺料理
タコ なす焼き 焼きカキ そば
イカ たらばかに親爪焼き あさりの酒蒸し かけそば
ヤリイカ 揚げ物 肉料理 かき揚げそば
ゲソ ザンギ ステーキ 山菜そば
数の子 鶏の唐揚げ サーロインステーキ　 ざるそば
あなご 塩ザンギ ヒレステーキ うどん
煮あなご 若鶏半身揚げ 牛ロースステーキ かけうどん
うなぎ 鶏皮揚げ すき焼き かき揚げうどん
炙りトロ 軟骨唐揚げ しゃぶしゃぶ 山菜うどん
炙り中トロ 手羽先の唐揚げ　 焼き肉 鍋焼きうどん
炙りサーモン ホルモン唐揚げ 牛カルビ カレーうどん
炙りトロサーモン ジンギスカンの唐揚げ 牛上カルビ ラーメン
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昔風ラーメン 白身魚のガーリックソテー ハンバーグ定食 あら汁
お子様ラーメン 白身魚の黄身ソース焼き チーズハンバーグ定食 真鯛のあら汁
辛いラーメン カキグラタン 煮込みハンバーグ定食 鮭あら汁
激辛ラーメン たらばかにのグラタン ビーフステーキ定食 吸物
醤油ラーメン ホタテとツブ貝のガーリックバター焼き ビーフシチュー定食 フカヒレコラーゲンスープ
塩ラーメン スモークサーモン 牛焼き肉定食 岩海苔汁
味噌ラーメン 海鮮パイの包み焼き 豚焼き肉定食 しじみ汁
辛味噌ラーメン 鶏セセリ肉のねぎ塩ぽん酢焼き 刺身定食 あさり汁
チャーシュー麺 鶏の黒胡椒焼き さばの塩焼き定食 カルビジャンスープ
ねぎラーメン 鶏ハニーマスタード さばの味噌煮定食 牛テールスープ
のりたまラーメン 鶏岩塩焼き 焼き魚定食 コーンクリームスープ
バターコーンラーメン 鶏肉のバジル風味 イカフライ定食 玉子スープ
にんにくラーメン 鶏肉とレモンのタルタルソース焼き ホッケの開き定食 岩海苔野菜スープ
角煮ラーメン チキンのパン粉揚げバターソース 野菜炒め定食 きのこスープ
五目あんかけラーメン ポークのにんにくソテー イクラ丼 サラダ
冷やし中華 豚スペアリブ煮込み 鮭イクラ丼 野菜サラダ
ざるラーメン シューマイ ウニイクラ丼 海鮮サラダ
冷麺 かにシューマイ ウニ丼 ラーメンサラダ
焼きそば 焼き餃子 鉄火丼 かにサラダ
五目焼きそば 肉餃子 海鮮丼 シーザーサラダ
ソース焼きそば 揚げ餃子　 親子丼 サーモンのサラダ
塩焼きそば エビの蒸し餃子 角煮丼 ポテトサラダ
あんかけ焼きそば ローストビーフ カツ丼 納豆サラダ
五目あんかけ焼きそば 牛すじの煮込み かに玉丼 ローストビーフサラダ
トッピング ホルモンの味噌炒め キムチ丼 大根サラダ
にんにく ホルモンぽん酢 牛丼 大根と生ハムサラダ
ねぎ 塩ホルモン ジンギスカン丼 大根とジャコのサラダ
ねぎ味噌 味噌もつ煮 チャーシュー丼 トマトとモッツァレラのサラダ
コーン シロコロホルモンの味噌炒め 中華ちらし 生ハムとオニオンスライス
バター ねぎマヨチャーシュー 中華丼 酢の物
バターコーン ソーセージ 鶏唐揚げ丼 かに酢
味付玉子 北海道産ソーセージ 鶏丼 クラゲの酢の物
チャーシュー 行者にんにくウインナー 月見つくね丼 タコ酢
角煮 ミルクウインナー 豚丼 ホッキ貝のぬた和え
豚すじ煮 バジリコウインナー 牛ユッケ丼 ホッキ酢
メンマ 北海道産黒ベーコンの網焼き かに釜めし もずく酢
海苔 チューリンガー チャーハン 活タコの湯引き酢
辛味（ペースト） ビーフハンバーグ ガーリックライス 長芋の千切り酢
醤油 ビーフシチュー カレーライス ホヤの酢の物
塩 玉子焼き ビーフカレー デザート
味噌 だし巻き玉子 カツカレー アイスクリーム
麺大盛り おでん オムライス 抹茶アイスクリーム
麺半分 照り焼きチキンピザ 雑炊 バニラアイスクリーム
一品料理 ソーセージピザ かに雑炊 塩アイスクリーム
冷奴 ミックスピザ 鮭雑炊 ストロベリーアイスクリーム
豆腐のステーキ じゃがバター焼き お茶漬け とうきびアイスクリーム
揚げだし豆腐 じゃがバター焼き（塩辛付） 梅茶漬け ミルクジャムバニラアイス
厚揚げ いもチーズ焼き 鮭茶漬け 手づくりアイスクリーム
枝豆 いももち 海苔茶漬け 黒ゴマアイスクリーム
タコわさび いもグラタン おにぎり シャーベット
イカ塩辛 バターコーン 梅おにぎり イチゴシャーベット
ホヤ塩辛 野菜炒め おかかおにぎり オレンジシャーベット
甘エビの塩辛 ゴーヤのチャンプルー 鮭おにぎり カシスシャーベット
イカゴロ正油漬け 野菜のバーニャカウダソース掛け イクラおにぎり 夕張メロンシャーベット
イカ沖漬けルイベ 塩キャベツ タラコおにぎり ゆずシャーベット
かに味噌 漬け物 ツナおにぎり ライチシャーベット
たらばかに内子 キムチ 焼きおにぎり ケーキ
イクラ正油漬け タラの新漬け スジコおにぎり フルーツケーキ
チャンジャ ニシン漬け ごはん ガトーショコラ
イカ納豆 大根正油漬け ごはん　大 ザッハトルテ
ずわいかに味噌和え キュウリ漬け ごはん　中 シフォンケーキ
コマイの明太子 なす漬け ごはん　小 パウンドケーキ
エビのかに味噌和え セロリ浅漬け 石焼きビビンバ ベイクドチーズケーキ
あなご新丈 もろきゅう ビビンバ プリン
海鮮揚げ出し 茶碗蒸し クッパ（韓国風雑炊） 牛乳プリン
スズキのチリソース ごはん物 カルビジャンクッパ 杏仁豆腐
エビチリソース 豚の生姜焼き定食 汁物 ゼリー
エビオーロラソース チキンの生姜焼き定食 味噌汁 コーヒーゼリー
めじか鮭の燻製 鶏の唐揚げ定食 赤だし オレンジゼリー
ホタテ貝バターコーン焼き ジンギスカン定食 鉄砲汁 パフェ
タコのパン粉揚げ おでん定食 花咲かに鉄砲汁 チョコレートパフェ
タコのカルパッチョ トンカツ定食 豚汁 抹茶白玉ぜんざいパフェ
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ビール 南高梅酒 ピーチウーロン

ビール 黒糖梅酒 ピーチバック

生ビール とろとろ梅酒 ジントニック　　　

黒ビール ゆず梅酒 ジンフィズ

グラス ゆず酒 ジンリッキー

中ジョッキ 巨峰酒 ジンバック

大ジョッキ 白桃酒 オレンジブロッサム

中瓶 りんご酒 モスコミュール

大瓶 あんず酒 スクリュードライバー

ピッチャー アセロラ酒 ブルドック

北海道地ビール ワイン シャンディガフ

ノンアルコールビール 赤ワイン グリーンハイボール

日本酒 白ワイン レッドアイ

日本酒 ロゼワイン カリモーチョ

清酒 スパークリングワイン ティントデベラーノ

一杯 グラス ハイボール

一合 デキャンタ ハイボール

二合 ボトル レモンハイボール

燗・冷 ハーフボトル ゆずハイボール

燗 酎ハイ・サワー ジンジャーハイボール

冷 酎ハイ・サワー コークハイボール

かに酒 酎ハイ ノンアルコールカクテル

たらばかに酒 酎赤しそ シャーリーテンプル

かに酒 酎トマトジュース　 サラトガ・クーラー

焼酎 酎オレンジ ケーブルグラム

焼酎 酎はちみつ黒酢 ナイトスター

芋焼酎 酎山ぶどう 十六夜

麦焼酎 酎ライム アトミックキャット

紫蘇焼酎 酎レモン ソフトドリンク
昆布焼酎 酎ウーロン ソフトドリンク

じゃがいも焼酎 生搾り酎レモン オレンジジュース

甲種焼酎 生搾り酎グレープフルーツ 100％オレンジジュース

グラス ウーロンハイ 果肉入り100％オレンジジュース

ボトル 緑茶ハイ マンゴージュース

お湯割り レモンサワー グレープフルーツジュース

水割り ライムサワー 100％グレープフルーツジュース

ロック 梅サワー 生搾りグレープフルーツスカッシュ

緑茶割り グレープフルーツサワー 生搾りレモンスカッシュ

ウーロン茶割り オレンジサワー アップルジュース

割り物 シークワーサーサワー 100％アップルジュース

レモン 柚子ハニーサワー 果肉入り100％アップルジュース

梅干し 巨峰サワー アップルソーダ

ウーロン茶 マンゴーサワー メロンソーダ

緑茶 カムカムサワー 山ぶどうソーダ

ミネラルウォーター 生搾りレモンサワー ジンジャーエール

炭酸水 生搾りライムサワー コーラ

氷 生搾りグレープフルーツサワー ホワイトウォーター

ウイスキー カクテル トマトジュース

ウイスキー カクテル 赤しそジュース

シングル 白桃ソーダ お茶

ダブル カシスソーダ ウーロン茶

ボトル カシスウーロン 玉露茶

水割り カシスオレンジ 緑茶

ロック カシスグレープフルーツ ジャスミン茶

ストレート カシスマンゴー コーヒー

ハイボール カシスバック ホットコーヒー

割り物 ファジーネーブル アイスコーヒー

ミネラルウォーター クーニャン ブレンドコーヒー

炭酸水 キール カフェラテ

氷 キティ ホットカフェラテ

果実酒 ライチオレンジ アイスカフェラテ

果実酒 ライチグレープフルーツ ミネラルウォーター

梅酒 ピ－チフィズ
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