
価格 さび入り さび抜き 価格 さび入り さび抜き 価格 さび入り さび抜き

まぐろ ¥205 大トロ　（１貫） ¥540 コーン ¥129
生マグロ ¥421 生かに　（１貫） ¥540 ツナマヨネーズ ¥173
中トロ ¥648 大海老　（１貫） ¥497 カニサラダ ¥173
トロびんちょう ¥497 いかおくら ¥173
生ゲソ ¥173 ネギトロ ¥205
剣先イカ ¥205 ホッキサラダ ¥205

イカ塩レモン ¥270 カニみそ ¥367

ボイルエビ ¥205 いなり ¥129 イクラ ¥421

海老マヨネーズ ¥270 お子様三種 ¥270 納豆 ¥129

甘海老 ¥313 エビ三種 ¥367
赤エビ ¥313 サーモン三種 ¥367
サーモン ¥205 マヨネーズ三種 ¥421
サーモンマヨネーズ ¥270 天ぷら三種 ¥367 カッパ巻き ¥129
トロサーモン ¥367 カニ三種 ¥918 しんこ巻き ¥129
ホタテ ¥367 トロ三種 ¥918 梅しそ巻き ¥129
つぶ貝 ¥270 飛騨牛三種 ¥1,296 かんぴょう巻き ¥129

とり貝 ¥421 鉄火巻き ¥205

紅ズワイガニ ¥497 トロ鉄火巻き ¥421
エンガワ（カレイ） ¥270 マグロ天 ¥205 納豆巻き ¥205
エンガワ炙り ¥270 キス天 ¥205
あじ ¥270 穴子天 ¥205 みやび鯛 ¥313
しめさば ¥270 エビ天 ¥270 鯛塩レモン ¥313
コハダ ¥205 焼き穴子 ¥367 ひらめ ¥421
生タコ ¥313 ウナギ蒲焼 ¥497 ヒラマサ ¥367

数の子 ¥367 焼サーモン ¥270 豊後さば炙り ¥497

玉子 ¥129 エビマヨネーズ焼 ¥313 豊後サバ 421

なす浅漬け ¥173
きゅうり浅漬け ¥173

価格 さび入り さび抜き 価格 さび入り さび抜き 価格 さび入り さび抜き

１人前　 ¥1,080 １人前　 ¥1,296 １人前　 ¥1,620
２人前 ¥2,160 ２人前 ¥2,592 ２人前 ¥3,240
３人前 ¥3,240 ３人前 ¥3,888 ３人前 ¥4,860
４人前 ¥4,320 ４人前 ¥5,184 ４人前 ¥6,480
５人前 ¥5,400 ５人前 ¥6,480 ５人前 ¥8,100
１人前　 ¥1,836 １人前　 ¥2,160 １人前　 ¥2,484
２人前 ¥3,672 ２人前 ¥4,320 ２人前 ¥4,968
３人前 ¥5,508 ３人前 ¥6,480 ３人前 ¥7,452
４人前 ¥7,344 ４人前 ¥8,640 ４人前 ¥9,936
５人前 ¥9,180 ５人前 ¥10,800 ５人前 ¥12,420
１人前　 ¥2,700 ¥1,080 ¥1,296
２人前 ¥5,400 ¥1,296 ¥3,240
３人前 ¥8,100 ¥1,620 ¥5,400
４人前 ¥10,800 ¥1,080 ¥1,296
５人前 ¥13,500 ¥864 ¥2,160

様

受取り時間

ご住所

・ＦＡＸ注文は、受取日、前日の20：30までにお願いします。（尚、当日の場合はお断りする場合もありますのでご了承ください。）

大漁太巻
巻き三昧

オードブル（大）
鯖の押し寿司

携帯番号 　　　　　　-　　　　　　　- ご記入頂いた個人情報は、個人情報保護法に基づき大切に管理・保管・廃棄させて頂きま
す。また、ご記入頂いた個人情報は、お持ち帰りの受け渡しのほか、ご注文内容の確認等
でも使用させて頂く場合がございますことをあらかじめご了承くださいませ。

お名前 受取り日 　　月　　　日　　　　曜日

御自宅の電話番号 　　　　　　-　　　　　　　- 　　時　　　　　分
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サーモンづくし オードブル（小）
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※　表示価格は、税込み価格となっています。　　※品切れの際はご了承ください。 従業員記入欄

セットメニュー・その他
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・生ものですので、2時間以内にお召し上がり下さい。
・皿数でご記入下さい。（1皿２貫、１貫商品は１皿１貫）
・注文数に応じて、折代を頂きます。（温かい商品と冷たい商品は、別々の折になります。）

活き魚回転寿司　魚鮮　下呂店
お持ち帰り伝票　営業時間　11：00～21：00　（電話予約は、20：30まで）

・店内の混雑時、事前予約でない場合は、30分～1時間程度お時間を頂く場合があります。
   又、お持ち帰りが多い季節などお断りする場合がございます。


