
1皿2カン 119円 (税込) 1皿2カン 178円(税込) 1皿2カン 238円 (税込)

商品名 入り なし 商品名 入り なし 商品名 入り なし

カニカマ アボカド軍艦 イカとびっこ軍艦

カニカマ炙り エビマヨ軍艦 いくら軍艦　(ます)

テリマヨハンバーグ オクラ軍艦 さざえ軍艦

コーン軍艦 げそサラダ軍艦 しいたけ軍艦

ツナ軍艦 タコサラダ軍艦 とびっこ軍艦

ウインナー軍艦 トロサーモン軍艦 ウインナー巻き

カラフトシシャモ とろろ芋軍艦 イカマヨ炙り

納豆巻き ねぎとろ軍艦 辛子イカマヨ炙り

かっぱ巻き ホッキ貝サラダ 帆立

梅きゅう巻き 刻み穴子軍艦 帆立炙り

えびきゅう巻き 唐揚げ軍艦 つぶ貝

たまご巻き 明太マヨ軍艦 ほっき貝

シーチキン巻き 明太軍艦 いか

サラダ巻き 穴子きゅうり巻き たこ

太巻き 山芋梅巻き タコ炙り

ツナ巻き 鉄火巻き 生穴子

玉子 えび（小） 生穴子炙り

いなり えびマヨ炙り 真鯛

生ハム えびマヨ炙りガーリック 真鯛　湯引き

おしんこ巻き ぶり ひらす

ぶり炙り

1皿2カン 356円 (税込) ぶりテリ 1皿2カン 297円 (税込)

いくら軍艦 〆さば サーモン炙り

うに軍艦 〆さば炙り サーモン炙りガーリック

えび サーモン

まぐろ赤身 1皿2カン 594円 (税込) オニオンサーモン

くじらベーコン まぐろ中トロ 煮穴子

天然生えび あわび 穴子蒲焼

生えび炙り 甘えび

生えびマヨ炙り 1皿2カン 950円 (税込)

生えびマヨガーリック まぐろ三貫盛

貝三貫盛 1皿2カン 1,188円 (税込)

まぐろ大トロ

0 皿

お渡し希望日
寿司（税抜）

税抜金額

8% すし

税込金額

10% 容器 10% 容器 10%

電話番号 ※ＦＡＸ送信後、店舗にご連絡下さいませ。

わさび

すしや 毎週火曜と水曜は定休日です 電話 0920-52-8088

サイド（税抜）

8% サイド

容器（税抜）

ＦＡＸ 0920-52-5908
総数皿

わさび わさび わさび

わさび わさび

わさび

わさび

   月　　日　　時　　分 ※お皿の枚数でご記入（ご注文）下さい。

※ＦＡＸ送信後、店舗にご連絡下さいませ。お持ち帰りメニューリスト

お名前
様

mailto:susiyad@outlook.jp?subject=%E3%81%8A%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%B8%B0%E3%82%8A%E6%B3%A8%E6%96%87%E6%9B%B8
mailto:susiyad@outlook.jp?subject=%E3%81%8A%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%B8%B0%E3%82%8A%E6%B3%A8%E6%96%87%E6%9B%B8


お持ち帰り　セットメニュー

あり なし

あり なし

あり なし

　※ ＦＡＸ送信後店舗にご連絡下さい。

松 内容：大トロ・生穴子・えび大・タイ
イカ・生えび・ヒラス・穴子蒲焼

わさび

竹 内容：赤身・生穴子・えび大・タイ
イカ・サーモン・ヒラス・穴子蒲焼

１人前

２人前

３人前

４人前

５人前

わさび

梅 内容：サーモン・イカ・えび小・生ハム・
玉子・太巻き・えびきゅう巻き・いなり

わさび

すしや 毎週火曜と水曜は定休日です 電話 0920-52-8088

３人前

４人前

２人前

お渡し希望日 　月　　日　　時　　分 ※お皿の枚数でご記入（ご注文）下さい。

寿司 （税抜）

ＦＡＸ 0920-52-5908
総数 セット

電話番号 ※ＦＡＸ送信後、店舗にご連絡下さいませ。

お名前
様

1,575円（税込）

松

3,150円（税込）

4,724円（税込）

7,874円（税込）

3,089円（税込）

2,317円（税込）

1,545円（税込）

6,299円（税込）

4,515円（税込）

5,643円（税込）

梅

773円（税込）

税込み

(税抜)合計

円

サイド （税抜）

円

竹

1,129円（税込）１人前

２人前

３人前

４人前

５人前

１人前

3,386円（税込）

2,258円（税込）

mailto:susiyad@outlook.jp?subject=%E3%81%8A%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%B8%B0%E3%82%8A%E6%B3%A8%E6%96%87%E6%9B%B8
mailto:susiyad@outlook.jp?subject=%E3%81%8A%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%B8%B0%E3%82%8A%E6%B3%A8%E6%96%87%E6%9B%B8


※お皿の枚数でご記入（ご注文）下さい。

粗びきウインナー エビフライ（小）

ゴボウフリッター オニオンリング

俵型カニクリームコロッケ 海鮮揚シュウマイ

鶏唐揚げ ごま団子

のびチーめんちかつ じゃが丸チーズ

フライドポテト たこ焼き

ミックスフライ チーズ棒

ひとくちイカフライ チーズポテトもち

ピり辛ウインナー2本

合計（税抜） チキンナゲット

とんかつ

穴子の天ぷら（1入）

穴子フライ（1入）

穴子フライ（1入）

アメリカンドック

イカ下足 合計（税抜）

カニクリームコロッケ

カリカリポテト 唐揚げ（大）

ささみチーズフライ

スティックチキン

チーズドック

茶豆

穴子カマ竜田揚げ

合計（税抜） 合計（税抜）

刺身盛り合わせ 穴子の刺身

いか天ぷら（5入）

エビ天ぷら（5入）

合計（税抜） 合計（税抜）

刺身盛り合わせ（大） あわび刺身

合計（税抜） 合計（税抜）

様

お持ち帰りメニューリスト
※ＦＡＸ送信後、店舗にご連絡下さいませ。

1皿　238円 (税込) 1皿　356円 (税込)

¥0
1皿297円 (税込）

¥0
1皿　475円（税込）

¥0 ¥0
1皿　594円（税込） 1皿　594円（税込）

¥0 ¥0
1皿　1188円（税込） 1皿　1782円（税込）

¥0 ¥0

　お名前

　電話番号

　お渡し希望日 月　　日　　　曜日　　　時　　　分

　T E L       ０９２０－５２－８０８８
　 Ｆ Ａ Ｘ       ０９２０－５２－５９０８

税抜金額 税込合計

　すしや　ダイケー

対馬市厳原町久田道1659〒817-0031

¥0 ¥0

mailto:susiyad@outlook.jp?subject=%E3%81%8A%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%B8%B0%E3%82%8A%E6%B3%A8%E6%96%87%E6%9B%B8
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