お昼のお品書き
Lunch Menu

11:30am-2:00pm
＊サラダ、味噌汁または小うどんが付きます。
* Served with small salad and miso soup or small udon noodle

ちらし鮨

＄１９.００

Chirashi-Zushi (assorted sashimi over sushi rice)

握り(８貫)

$18.00

Sushi Lunch (8 pcs)

北海丼（ウニ、イクラ）

$２１.５0

Hokkai-Don (sea urchin and salmon egg over sushi rice)

海鮮親子丼（サーモン、イクラ）

$15.50

Kaisen Oyako-Don (salmon and salmon egg over sushi rice)

わがまま丼（まぐろ、はまち、サーモン）

$１５.50

‘Wagamama’-Don (any 6-pc choice from tuna/yellowtail/salmon over sushi rice)

心 自慢の逸品
Kokoro Signature Dishes

バッテラ

$15.50

‘Battera’ (pressed sushi with mackerel or salmon)

天丼
Tempura Bowl

$13.50

お昼のお品書き
Lunch Menu

11:30am-2:00pm
コンビネーション （サラダ、香の物、ライス、味噌汁付）
Combination (served with small salad, Japanese pickles, rice and miso soup)

天ぷら ＆ 刺身

＄１３.５０

Tempura & Sashimi

若鶏唐揚げ ＆ 刺身

$13.50

Japanese Fried Chicken & Sashimi

サーモン味噌焼 ＆ 刺身

$13.50

Miso-grilled Salmon & Sashimi

天ぷら ＆ 若鶏照焼き

$13.50

Tempura & Chicken Teriyaki

天ぷら ＆ サーモン味噌焼

$13.50

Tempura & Miso-grilled Salmon

デラックス弁当（天ぷら、刺身、焼物、煮物）
Deluxe Bento (tempura, sashimi, grilled Dish and simmered Dish)

$２７.０0

お飲み物/Drink Menu
ハウス 酒（白壁蔵）/House Sake(Shirakabe-gura)
小/Small
大/Large

＄６.５０
＄１２.５０

ビール/Beer
サッポロ生/Sapporo Draft
大瓶/Large Bottle（Sapporo, Kirin, Asahi）
Ballast Point Sculpin （サンディエゴ地ビール）
ノンアルコールビール/Non-Alcoholic Beer

＄４.５０
＄７.００
＄７.００
＄４.５０

ハウスワイン（グラス）/House Wine (By the Glass)
白/White
赤/Red

＄６.５０
＄ ６.５０

ソフトドリンク/Soft Drinks
Coke, Diet Coke, Sprite, Diet Sprite
Perrier
緑茶/Green Tea
ウーロン茶/Oolong Tea

＄２.５０
＄３.００
＄２.００
＄２.５０

巻物
Sushi Rolls

ベジタブルロール

＄６.５０

Veggie Roll (avocado, gobo & cucumber)

サーモンロール

$8.00

Salmon Roll (salmon, avocado & cucumber)

スパイシーツナロール

$９.０0

Spicy Tuna Roll (spicy tuna and cucumber)

スパイシーハマチロール

$９.０0

Spicy Yellowtail Roll (spicy yellowtail and cucumber)

スパイシースキャロップロール

$9.00

Spicy Scallop Roll (spicy scallop and cucumber)

カリフォルニアロール

$１０.５0

California Roll (snow crab, cucumber & avocado)

フィラデルフィアロール

$10.５0

Philadelphia Roll (smoked salmon & cream cheese)

クランチーロール

$12.５0

Crunchy Roll (shrimp tempura roll with seasoning sauce)

キャタピラーロール

$13.５0

Caterpillar Roll (eel and cucumber roll with avocado on top)

レインボーロール

$15.50

Rainbow Roll (California roll with salmon, tuna, shrimp, yellowtail, white fish &
avocado)

心スペシャルロール

$15.５0

Kokoro Special Roll (shrimp tempura roll with albacore on top)

Miso Soup…$3.50, Small Udon Noodle…$3.50, Small Salad…$2.00, Rice…$2.50

