YAKITORI DINING

軍曹

サラダ

Salad

軍曹黒ポテトサラダ
Gunso special black potato salad… ………… $5.00
キャベセン Shredded cabbage… …………… $2.50
オニスラ Sliced onion salad…………………… $2.50

串焼き

skewers

もも Chicken thigh salt………………………… $1.75
もも Chicken thigh sauce……………………… $1.75
砂肝 Chicken gizzards salt… ………………… $1.75
はつ Chicken hearts salt… …………………… $1.75
レバー Chicken liver salt… …………………… $1.75
レバー Chicken liver sauce… ………………… $1.75
ササミネギ Chicken breast green onion… … $1.95
ササミワサビ Chicken breast wasabi………… $1.95
かわ Chicken skin salt… ……………………… $2.25
かわ Chicken skin sauce… …………………… $2.25
ぼんじり Chicken tail salt……………………… $2.25
つくね Meatballs sauce………………………… $1.75
チーズつくね Cheese meatballs……………… $2.25
明太子つくね Spicy cod roe meatballs… …… $2.25
黒豚ソーセージ Black pork sausage… ……… $1.75
牛ハラミ Beef outside skirt… ………………… $3.95
うずら Quail eggs… …………………………… $1.75
ホタテ Scallop… ……………………………… $3.50
シシャモ Capelin… …………………………… $3.00
ししとう Shishito peppers… ………………… $1.75
しいたけ Shiitake mushroom… ……………… $1.75
オクラ Okra……………………………………… $1.75
ネギ Green onion… …………………………… $1.75
ズッキーニ Zucchini…………………………… $1.75

焼き物

Grill

カルビ Kalbi … ………………………………… $8.00
低温調理の豚バラ炙り
Low temperature seared Pork belly… ……… $5.50
ラムチョップ Lamb chop … ………………… $7.50

一品物

Appetizers

枝豆 Edamame… ……………………………… $4.00
たこわさキュウリ
Cucumber and octopus with wasabi………… $4.00
ナス味噌
Cooked eggplant with sweet miso sauce …… $4.50
たこ焼き Takoyaki… …………………………… $6.00
チーズたこ焼き Cheese takoyaki……………… $7.50
和風フレンチフライ
Japanese Style fries with Nori and MentaiMayo…… $4.50

手羽先唐揚げ
Karaage（Fried chicken win gs）… …………… $6.50
軟骨の唐揚げ Chicken soft bone karaage… … $6.95
もつ煮
Japanese Menudo（Pork intestine miso stew）…… $5.00

川海老

Crispy river shrimp…………………… $7.50

明太子もちチーズグラタン
Baked mochi cheese gratin with spicy cod roe…… $7.50

ご飯物

Carbs

焼きおにぎり Grilled riceball… ………………
焼きおに茶漬け Grilled riceball Chazuke… …
軍曹カレーライス Gunso beet Curry rice… …
軍曹カレーうどん Gunso beet Curry udon……
鳥うどん
Chicken udon with Shitake and green onion……

$3.50
$4.50
$7.50
$8.00
$8.00

焼き鳥丼 Yakitori bowl special… …………… $9.00
（Rice chicken green onion ）

デザート

Dessert

バニラアイスクリーム Vanilla Icecream… …
抹茶アイスクリーム Green tea Icecream… …
ココナッツアイスクリーム Coconut Icecream……
もちアイスクリーム Mochi Icecream…………

飲み物

$3.50
$3.50
$3.50
$4.00

Drink

温かいお茶 Hot tea… …………………………
ラムネ Ramune… ………………………………
コーラ Coke… …………………………………
スプライト Sprite… ……………………………
アイスティー Ice tea unsweetened… …………

$1.50
$3.00
$2.00
$2.00
$2.00

