
定食メニュー （白米や付け合わせがついております） Comes with rice & side dishes etc.

地元の人にも大人気の
さくさくアジフライ（2枚）

¥990 （¥1,090）

Deep fried horse makerel（2PCS）

醤油
ソース
タルタル
からお選びください。

お得！
おすすめ
です！

単品も人気です！（2枚）
¥750（¥830）

・現金のほか、クレジットカード（JCB以外）、電子マネー（Suica/PASMO）、QRコード（PayPay/au PAY/LINE Pay/d払い 等） でのお支払いがご利用頂けます。 Cash, Credit card, QR code, e-money payments are accepted.
・個別会計はご遠慮いただております。テーブルごとのお会計にご協力お願い致します。 Please refrain from separate checks.
・写真はイメージで、仕入れや盛り付けにより異なります。Image Is for illustration purpose.
・環境に配慮し、ペーパーレスを採用しております。領収書が必要なお客様はお申し付けください。We are promoting paperless system.
・税込み後の価格は１円単位切り上げで頂戴しており、切り上げた分は特定非営利活動法人 TABLE FOR TWOに寄付させて頂いております。TABLE FOR TWOについて、詳しくは→
Consumption tax will be added. Less than ¥10 is round up to donate to TABLE FOR TWO. See for details. →

白米は、+¥320で 釜揚げしらすご飯 に、+¥420で 生しらすご飯 に変更可！
You can change normal rice to local baby fish rice ! (Boiled +¥320 / Raw +¥420) 

（¥470）（¥360）

鎌倉、湘南の新名物
湘南豚の味噌漬け

湘南の新名物、湘南豚を自家製の味噌でじっくり焼き上げました。
自然豊かな湘南で育った豚はとても柔らかく、ビタミンB群が多く
含まれ美容健康にも効果的！

¥990（¥1,090）New local specialty ! Miso flavored Shonan pork

So tender & so delicious pork !

ぷりぷりエビの
ガーリックシュリンプ

ライス

¥1,190 （¥1,310）

Garlic shrimp

単品も
人気です！
¥690
（¥760）
Not meal

¥1,190 （¥1,310）

Deep fried chicken with citrus based soy sauce（6PCS）

単品も
人気です！
（3個）
¥590
（¥650）
Not meal

Choose the seasoning
・Soy sauce
・Brown sauce
・Tartar sauce

Not meal

若鶏の唐揚げ
おろしポン酢添え（6個）



定食メニュー （付け合わせがついております） Comes with side dishes etc.

・現金のほか、クレジットカード（JCB以外）、電子マネー（Suica/PASMO）、QRコード（PayPay/au PAY/LINE Pay/d払い 等） でのお支払いがご利用頂けます。 Cash, Credit card, QR code, e-money payments are accepted.
・個別会計はご遠慮いただております。テーブルごとのお会計にご協力お願い致します。 Please refrain from separate checks.
・写真はイメージで、仕入れや盛り付けにより異なります。Image Is for illustration purpose.
・環境に配慮し、ペーパーレスを採用しております。領収書が必要なお客様はお申し付けください。We are promoting paperless system.
・税込み後の価格は１円単位切り上げで頂戴しており、切り上げた分は特定非営利活動法人 TABLE FOR TWOに寄付させて頂いております。TABLE FOR TWOについて、詳しくは→
Consumption tax will be added. Less than ¥10 is round up to donate to TABLE FOR TWO. See for details. →

全ての定食に
ドリンクセットが
付けられます！

+¥300(¥330）

Add drinks

神奈川県葉山町の養鶏場から直送。
珍しいあおい卵を贅沢に使った、
ふわとろオムライス。
自家製のデミグラスソースで！

葉山の“幸せのあおい卵”を使った
ふわとろオムライス

¥1,480 （¥1,630）

Omelette rice of Hayama local 
“Happy blue egg”

Rare blue & amazing fluffy egg !

しらすとイクラの三色丼

¥2,390 （¥2,630）

Salmon roe & baby sardine rice(raw,boiled)

鎌倉・湘南の名物丼 （全て自家製の特製ダレを使用しております！）

釜揚げしらすと
生しらすの二色丼

¥1,350 （¥1,490）

Raw & boiled baby sardine rice

鎌倉素材の
彩り海鮮丼

¥1,980 （¥2,180）

Sashimi rice of local fishes

生しらす丼
釜揚げ

しらす丼
Raw baby sardine rice Boiled baby sardine rice

¥1,290 （¥1,420） ¥990 （¥1,090）

Kamakura Shonan local speciality


