
定食メニュー
Set menu

開き海老フライ定食

単品 ￥2,365(税込)

HIRAKI EBI FURAI-TEISHOKU
Fried prawn(2piece)

With rice,miso-soup,pickles

海老フライロール(味噌汁付）

単品 ￥1,617(税込)

EBI FURAI ROLL＋OMISOSIRU
Fried prawn sushi roll

With,miso-soup,pickles

とんかつ定食
TONKATSU-TEISHOKU

Japanese pork cutlet
With rice,miso-soup,pickles

単品 ￥1,111(税込)

￥2,805(税込)

￥1,837(税込)

(２匹)

【御飯・お味噌汁・香の物】付

定食コーヒー

御飯・タルタルソース
おかわり自由

Free refills
&

¥220 ¥220 ¥110
御飯 お味噌汁 キャベツ

￥1,551(税込)

特製オニオンスープ

¥407
( )

＋¥210(税込)

Onion soup



パン＆カレー
Bread & Curry

海老カツバーガーセット

単品 ￥594(税込)

EBI KATSU BURGER SET
prawn cutlet burger set

(drink or soup)

￥803(税込)

開き海老フライドッグセット

開き海老フライカレー

とんかつカレー

ビーフカレー

海老カツカレー

単品 ￥803(税込)

￥1,012(税込)
HIRAKI EBI FURAI DOG SET

Fried prawn hot dog set
(drink or soup)

￥1,463(税込)

￥1,243(税込)

￥1,243(税込)

￥1,243(税込)

いいダコ唐揚げ海老唐揚げ

￥506(税込)￥506(税込)

単品 a la carte

HIRAKI EBI FURAI CURRY
Fried prawn and Curry and rice

EBI-KATSU CURRY

Pork cutlet and Curry and rice
TON-KATSU CURRY

BEEF CURRY

Prawn cutlet and Curry and rice

Deep-fried shrimp Deep-fried octopus

（ドリンクまたはスープ付き）

（ドリンクまたはスープ付き）



ドリンク&デザート
Soft drink & sweets

コーヒー
COFFEE

Enjoy your café time with Blanca shell leines
which contain natural pearl calcium made 

from Mikimoto pearl shells.

伊勢志摩が生んだ銘菓

〝Blanca
シェルレーヌ〟

ミキモトの真珠貝から作ら
れた天然パールカルシウム
を使用したBlancaのシェル
レーヌでカフェタイムをお
楽しみください。

紅茶(レモン・ミルク）

カフェオレ(砂糖入り）
TEA(LEMON or MILK)

CAFÉ AU LAIT(With sugar)

シェルレーヌ付き 各￥594（税込）

単品シェルレーヌ ￥169（税込）

コカ・コーラ
オレンジジュース
三ツ矢サイダー
ウーロン茶

アイスクリーム

各￥440（税込）

COCA-COLA

ORANGE JUICE

OOLONG TEA

CIDER

ICE CREAM

アルコール
alcohol

生ビール（中） アサヒスーパードライ

生ビール（小） アサヒスーパードライ

瓶ビール（大瓶） キリン一番搾り

サッポロプレミアムフリー
グラスワイン［赤・白］
冷酒 三重の酒 宮の雪（淡麗純米）

日本酒［冷や・燗］ 特選宮の雪（一合瓶）

焼酎［水割り・湯割り・ロック］

焼酎［ウーロン割り・緑茶割り］

DRAFT BEER(M)

DRAFT BEER(S)

BOTTLE BEER

NON-ALCOHOLIC BEER

GRASS OF WINE RED or WHITE

COLD SAKE MIYANOYUKI

JAPANESE SAKE ”Hiya(normal temperature)” or “Kan(warm)”

SHOCHU with ICED or HOT WATER or ROCK

SHOCHU with OOLONG TEA or GREEN TEA

￥682（税込）
￥440（税込）
￥770（税込）
￥473（税込）

各￥440（税込）
￥880（税込）

各￥506（税込）

各￥440（税込）

各￥495（税込）

レモン LEMON ￥55（税込）



お持ち帰りメニュー
Takeout food menu

開き海老フライ（２匹）

海老フライロール

とんかつ

開き海老フライドッグ

海老カツバーガー

HIRAKI EBI FURAI
Fried prawn (2piece)

EBI FURAI ROOL
Fried prawn sushi rool

TONKATSU
Pork cutlet

HIRAKI EBI FURAI DOG
Fried prawn hot dog

EBI KATSU BURGER
Shrimp cutlet burger

¥2,376(税込)

¥1,641(税込)

¥1,144(税込)

¥788(税込)

¥583(税込)

贈答品メニュー（冷凍）

開き海老フライ(中) 10匹入 ¥6,830(税込)
20匹入 ¥13,660(税込)

開き海老フライ(大) 10匹入 ¥8,680(税込)
20匹入 ¥17,360(税込)

開き海老フライ(中)5匹+海老カツ3枚入 ¥6,830(税込)
10匹+海老カツ6枚入 ¥13,660(税込)

*発送日は定休日を除きます。 *開き海老フライの食べ方など、説明書を同封させていただきます。

地方発送承ります クール宅急便

＊送料は別途、実費申し受けます。

【自家製タルタルソース付】



海老カツバーガー
￥583(税込)

開き海老フライドッグ
￥788(税込)

開き海老フライ(２匹)
￥2376(税込)

・海老フライロール
￥1641(税込)

・とんかつ ￥1144(税込)

・コーヒー(アイス/ホット) ￥308(税込)


