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Osusume Lunch

$45
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寿し弁当

$38

Sushi Bento

豆腐
バーグ
Tofu burg

ちらし ランチ

鶏唐揚げ
Tori
Karaage

Chirashi Lunch
大

$25

盛

Rice Upsize + $1.5
にぎり 海

Nigiri Umi $20

にぎり 桜

Nigiri Sakura

そ ば 又はうどん
Soba or Udon
$3

富寿しのこだわり
TOMI SUSHI STYLE

$28

※全てのセットメニューは｢みそ汁｣を｢そば｣に変更できます。

Add $3 Miso soup change to Soba or Udon

より美味しく召し上がっていただくために、
素材はもとより調味料に至るまでいっさい妥協いたしません。

We use well selected seasonings and the best variety of seasonal ingredients.

新潟産

コシヒカリ

100%

We use 100% NiigataKOSHIHIKARI Rice.
The best brand rice of Japan.

穴子にぎり御膳
日本海の塩

寿し専用醤油

刺身専用醤油

荒波で育まれた純粋で芳醇な味わい
From rough sea ‘‘the Sea of Japan’’
Mild and richer rich taste.

寿しに合わせた伝統の木桶仕込み
Traditionally brewed soy sauce,
the most suitable for Sushi.

富寿しが厳選したこだわりの生醤油
Carefully selected, special soy sauce
by TOMI SUSHI.

Salt from the Sea of Japan

Soy sauce only for Sushi

Soy sauce only for Sashimi

Anago Nigiri Gozen $45
※入荷状況により商品が異なることがございます。
Please note: Some of the item subject to change or are not available due to seasonal or stock availability. Thank you for your understanding.

サーモン握りランチ

Salmon Nigiri Lunch $24

※上記の料金には、サービス料及び消費税を加算させていただきます。
All prices are subject to service charge & govermment tax.

天ぷらランチ

Tempura

Lunch

刺し定ランチ

Sashi set Lunch $25

$20

TOMI SUSHI

ランチメニュー
ＬＵＮＣＨ ＭＥＮＵ
大

盛

Rice Upsize + $1.5

そ ば 又はうどん
Soba or Udon

さば塩焼き定食

Saba Shioyaki Set $20

$3

※全てのセットメニューは｢みそ汁｣を｢そば｣に変更できます。

Add $3 Miso soup change to Soba or Udon

銀照ランチ

Gin Teri Lunch

$24

鉄火丼 ランチ

Tekkadon Lunch $18
大

盛

Rice Upsize + $1.5
富寿しのこだわり
TOMI SUSHI STYLE

より美味しく召し上がっていただくために、
素材はもとより調味料に至るまでいっさい妥協いたしません。

We use well selected seasonings and the best variety of seasonal ingredients.

新潟産

コシヒカリ

100%

We use 100% NiigataKOSHIHIKARI Rice.
The best brand rice of Japan.

サーモン丼

Salmondon $17
大

日本海の塩

寿し専用醤油

刺身専用醤油

荒波で育まれた純粋で芳醇な味わい
From rough sea ‘‘the Sea of Japan’’
Mild and richer rich taste.

寿しに合わせた伝統の木桶仕込み
Traditionally brewed soy sauce,
the most suitable for Sushi.

富寿しが厳選したこだわりの生醤油
Carefully selected, special soy sauce
by TOMI SUSHI.

Salt from the Sea of Japan

Soy sauce only for Sushi

Soy sauce only for Sashimi

盛

Rice Upsize + $1.5
※入荷状況により商品が異なることがございます。
Please note: Some of the item subject to change or are not available due to seasonal or stock availability. Thank you for your understanding.

ミニねぎとろ丼ランチ

Mini Negitoro Don Lunch $24
大

盛

Rice Upsize + $1.5
※上記の料金には、サービス料及び消費税を加算させていただきます。
All prices are subject to service charge & govermment tax.

