寿司竹
Sushi

すし
Nigiri にぎり

1’800.-Cfp

2 pieces ２貫
Ahi Tuna - Maguro - マグロ
Salmon - Shake - サーモン
Shrimp - Ebi - 海老
Yellow Tail – Hamachi - ハマチ
Sword Fish - Me kajiki - メカジキ
Tamago - Japanese Omelette - 玉子
Mahi Mahi - Shiira - マヒマヒ
Japanese Mackerel - ShimeSaba - シメサバ
Roasted Eel - Unagi - うなぎ
Surf clam - Hokkigai - ホッキ貝
Scallop – Hotate Gai - 帆立貝
Octopus – Tako - タコ

Sashimi 刺身

2’000.- Cfp

5 pieces / ５切

Gunkan 軍艦巻き

1’800.- Cfp

2 pieces / ２巻
Tobiko - とびこ
Salmon Eggs - イクラ
Caviar - キャビア
5gr 4600 if available
5グラム - 4600cfp シェフにお問い合わせ下さい

Eating raw or undercooked shellfish, eggs or meat
Increases the risk of food borne illnesses
All prices are in Pacific Francs, Taxes Included,
4% Service Charge

料理されていない、生の貝類、生肉、生卵は食あたりの
可能性を伴います。
全ての料金は、フレンチパシフィックフランです。
サービス税4％

Sushi Rolls 巻き寿司
California Roll - カリフォルニア・ロール 3’000.-Cfp
Crab, mayonnaise, cucumber, avocado with tobiko
and crispy crunch

Veggie Roll - 野菜ロール

2’200.-Cfp
Lettuce, cucumber, carrot, avocado and chives

Pyramid Roll - ピラミッド・ロール

3’200.-Cfp
Foie Gras, red tuna, cucumber and black tobiko

Rainbow Roll - レインボー・ロール

2’800.-Cfp
Rainbow performed by sunshine roll with tuna, salmon
and hamachi

Spicy Tuna Roll - スパイシーツナ・ロール 2’800.-Cfp
Tuna, Siracha chili, mayonnaise, chives and tobiko

Bora Roll - ボラ・ロール

2’800.-Cfp
Mahi tempura, mayonnaise, tobiko wrapped tuna.

Chef special Roll 特別巻き寿司
Samurai Roll - 侍・ロール

3’000.-Cfp
Shrimp tempura, cucumber, tobiko, spicy tuna,
surf clam

Caterpillar Roll - キャタピラ・ロール

3’000.-Cfp
Shrimp tempura, unagi topped with avocado, crispy
crunch and sweet glazed sauce

Mt. Oté Manu Roll - オテマヌ・ロール 3’000.-Cfp
Crab, mayonnaise, chili sauce, cucumber with chives

Volcano Roll - ボルケーノ・ロール

3’000.-Cfp
Spicy tuna, cucumber topped with tuna chili paste,
sprinkled toasted nuts

Alaska Roll - アラスカ・ロール

3’000.-Cfp
Salmon, cucumber, cream cheese topped with salmon

Eating raw or undercooked shellfish, eggs or meat
Increases the risk of food borne illnesses
All prices are in Pacific Francs, Taxes Included,
4% Service Charge

料理されていない、生の貝類、生肉、生卵は食あたりの
可能性を伴います。
全ての料金は、フレンチパシフィックフランです。
サービス税4％

