
カナダ産 活きロブスター
　WHOLE LOBSTER 【CANADA】

生のロブスターはKINKAが日本初！
ブリブリで甘い身は絶品♡ ヤダッ！！

寿司１貫 sushi1P/ 時価

※事前注文にて取り寄せ可能

刺身 sashimi/ 　　 時価 ロブスターのあら汁付き

Food

刺身盛り合わせ
　SASHIMI PLATTER

特選 刺身盛り合わせ　
　ULTIMATE FRESH SASHIMI PLATTER

豪華な食材を使用した刺身の特選隊

旬の食材を使用した美味しいお刺身盛り合わせ   
※2人前より承ります。3人前以上は＋1000円 / 人数

近海産    本鮪 赤身　TUNA SASHIMI 1300

近海産    本鮪 中トロ　MEDIUM FATTY TUNA 1500

近海産    本鮪 大トロ　OTORO FATTY TUNA SASHIMI 2000

愛媛県産 真鯛　SEA BREAM SASHIMI 880

カナダ産 アトランティックサーモン　SALMON SASHIMI 880

2 人前 / 2200

2 人前 / 4400
3 人前 / 6600
4 人前 / 8800

刺身 盛り合わせ
sashimi platter ※表示価格は全て税込価格です

刺身 単品
sashimi (5～6piece)



寿司 おまかせ握り
　OMAKASE SUSHI
　　(all classic sushi)
　　旬の食材を使用した美味しい寿司おまかせ握り

特選 おまかせ握り
　ULTIMATE FRESH OMAKASE SUSHI
　 (all classic sushi)
　　豪華な食材を使用した寿司のおまかせ握り

極 おまかせ握り
　KIWAMI OMAKASE SUSHI
　 (6piece classic + 6piece blow-torched sushi)
　　握りおまかせ 6貫＋アブリシャス 6貫

究極 おまかせ握り
　KYUKYOKU OMAKASE SUSHI
　　(ultimate 6piece classic + 6piece blow-torched sushi)

　　特選握りおまかせ 6貫＋アブリシャス 6貫

６貫   / 3500
12 貫 / 6200

12 貫 / 3650 12 貫 / 4900

６貫 / 2200
９貫 / 4000

近海産 本鮪 赤身
TUNA

450

近海産 本鮪 中トロ
MEDIUM FATTY TUNA

800

近海産 本鮪 大トロ
OTORO FATTY TUNA

1000

茨城産 黒毛和牛
WAGYU

1000

※にぎり1貫もしくはつまみを選べます

茨城産 黒毛和牛と雲丹
WAGYU SEA URCHIN

1200

国産 生雲丹
SEA URCHIN

1200 / カナダ産 900

愛媛県産 真鯛
SEA BREAM

300

東京都産 穴子
CONGER

800 / 一本 1450
WHOLE

北海道産 生ホタテ
SCALLOP

500

海外産 牡丹海老 (1尾 )
SPOTTED PRAWN

990

カナダ産 アトランティックサーモン
SALMON

300

KINKA産 玉子
OMELET

200

北海道産 いくら
SALMON ROE

800

静岡県産 芽ねぎ
GREEN ONION SPROUTS

200

※表示価格は全て税込価格です
寿司 おまかせ

omakase sushi chef`s choice

寿司 単品
sushi ※旬の寿司は別紙にございます

海外産 紋甲イカ
SQUID

400

茨城県にある日本百名山の一つ筑波山麓で育った黒毛和牛。
筑波山が朝日の光加減によって紫色に映ることから、
別名「紫峰・しほう」と呼ばれ、名付けた最高級ブランド。 紫峰牛について

しほう

紫峰牛×



２貫 /   430
６貫 / 1190

牛とごま油の炙り押し寿司 ２貫 /   460
６貫 / 1350

ちまたで噂のローストビーフを押してみました。

穴子と甘味ダレの炙り押し寿司 ２貫 /   460
６貫 / 1350

目には目を、穴子にはツメを。

炙りキンカロール 雲丹と蟹とサーモン ２貫 /   680
６貫 / 1990

バチバチ飛び散り、プチプチ美味しい♡

アボカド炙り押し寿司 ６貫 / 1100アボカドとアイオリソースの融合。とろける美味しい♡

※表示価格は全て税込価格です

アブリシャス
炙り＋デリシャス＝アブリシャス♡ 
美味しい炙り押し寿司と炙りロールのお得なセット。

ABURICIOUS 　ABURI + DELICIOUS!
blowtorched pressed sushi & roll set

炙り寿司６貫

1900

握り寿司を炙ってソースでオシャレな炙り寿司６貫。映え認定。
ABURI SUSHI 6PC
assorted blow-torched nigiri sushi 6pc

サーモンとアイオリソースの炙り押し寿司 ２貫 /   430
６貫 / 1190

自家製アイオリソースで寿司新世界 !!

SALMON OSHIZUSHI　blow-torched pressed salmon sushi with aioli sauce

エビとバジルソースの炙り押し寿司 ２貫 /   430
６貫 / 1190

自家製バジルソースで洋風に !?

EBI OSHIZUSHI　blow-torched pressed shrimp sushi with basil sauce

シメ鯖と西京味噌の炙り押し寿司 やみつき !! ガーリック味噌ダレ

SABA OSHIZUSHI　blow-torched pressed cured mackerel sushi with miso sauce

GYU OSHIZUSHI　blow-torched pressed beef sushi with sesame oil

ANAGO OSHIZUSHI　blow-torched pressed conger sushi with sweet soy sauce

AVOCADO OSHIZUSHI　blow-torched pressed avocado sushi with aioli sauce

KINKA ROLL　blow-torched roll sushi (sea urchin, snow crab, salmon, cucumber)

KINKA 名物 炙り寿司
 KINKA signature aburi sushi

890

1500

1750

2750

サーモン１貫・サバ 1貫・エビ１貫・キンカロール１貫

salmon, cured mackerel, shrimp, kinka roll

サーモン 1貫・サバ 1貫・エビ 1貫・キンカロール 1貫・牛 1貫・穴子 1貫

salmon, cured mackerel, shrimp, kinka roll, beef, conger

アブリシャス 8貫
ABURICIOUS 8PC

アブリシャス 4貫
ABURICIOUS 4PC

アブリシャス 6貫
ABURICIOUS 6PC

アブリシャス12貫
ABURICIOUS 12PC

サーモン 2貫・サバ 2貫・エビ 2貫・キンカロール 2貫

2salmon, 2cured mackerel, 2shrimp, 2kinka roll

サーモン 2貫・サバ 2貫・エビ 2貫・キンカロール 2貫・牛２貫・穴子２貫

2 salmon, 2 cured mackerel, 2 shrimp, 2 kinka roll, 2 beef, 2 conger



炙りサーモンととびっこのちゃんちゃんサラダ 1100
北海道生まれ。ハジける奴らはだいたいトビッ子 味噌ドレッシング和え

※表示価格は全て税込価格です
おつまみ・あて

tapas

梅水晶 540
Q：梅水晶ってなんですか？
A： 実はサメの軟骨と梅肉なんです。

UMESUISHO　shark cartilage & plum

自家製ローストビーフ 990
赤ワインソースで ※5～6枚　温玉 +200

ROAST BEEF

生湯葉 550
湯葉のお刺身をわさびとお醤油で。

YUBA　tohu skin

枝豆ほうじ茶漬け 550
枝豆をオシャレに！

EDAMAME 
marinated roasted green tea

クリームチーズのたまり漬け 500
たまり醤油にしっかり浸かった美味しいヤツ。

CREAM CHEESE 
cream cheese 
marinated soy sauce

ほうれん草のごま和え 500
ごま感 120％！
GOMAAE　blanched spinach with 
　　　　　　　sesame sauce

炙り明太子 550
お酒がすすむくんの定番

ABURI MENTAIKO
blow-torched cod roe

ツブ貝ワサビ和え 780
ぴりっと辛く、お酒のお共に

TSUBUGAI WASABI
dressed shellfish with wasabi

だし巻き玉子 650
毎日、毎日、巻いて、巻いて、ふわふわで。

DASHI MAKI TAMAGO 
Japanese omelette with dashi broth

サーモンとアボカドのタルタル 780
これ絶対美味しいマリアージュ。

SALMON & AVOCAD TARTARE

菜
salad

SALMON SASHIMI SALAD WITH MISO DRESSING

自家製ローストビーフと寿司屋のガリドレッサラダ 1100
自家製ローストビーフとごぼうチップスと。
野菜をたっぷり使用したドレッシングに野菜を絡めて、地球に感謝！
 ROASTED BEEF SALAD WITH HOME MADE GINGER DRESSING

豆腐とクラゲのサラダ 980
オリジナルのやみつきドレッシングで和風に
TOFU & JERRY FISH SALAD

和牛と雲丹 ～一口サイズ～ 1200

WAGYU SEA URCHIN
牛と雲丹、口の中で広がるハーモニー



※KINKAではお通し代・サービス料は一切いただきません

※表示価格は全て税込価格です

本日の茶碗蒸し 650
いつ食べてもテッパンで美味しい。

CHAWAN MUSHI
today’s egg custerd

アサリのバター蒸し 780
ホッと一息はあさりバターで。

ASARI BUTTER
steamed clams with sake, butter

揚げ物・焼き物・蒸し物
deep fried・grilled・steamed

シメの一品・お椀
udon noodle・rice・soup

元祖 お出汁の焼うどん
バターを乳化させたトロトロお出汁の焼うどん。 990

2～3人前

1600

1人前

YAKI UDON
pan fried udon noodles 
w/ beef, mushroom & scallion

明太子キムチうどん
明太子とキムチのゴールデンコンビ 990

2～3人前

1600

1人前

MENTAIKO KIMUCHI UDON
cod roe & kimchi udon

宇和島鯛めし ミニサイズ 690
卵かけご飯の贅沢バージョン ! 宇和島真鯛とお出汁のイリュージョン
TAI MESHI (mini size)
sea bream sashimi, scallion, seaweed, nori & raw egg on rice 
with dashi soy sauce 

寿司屋のあら汁 390
鮮魚の旨味・甘味・たっぷり濃厚
FISH MISO SOUP

ロブスターのあら汁 590
甘味がつまったロブスターのおダシを
限界まで引き出しました。
LOBSTER MISO SOUP

750寿司屋の鶏のから揚げ
一番人気のヤツ！ 寿司屋なのに。。。
CHICKEN KARAAGE  deep fried marinated chicken

900カニクリームコロッケ 2ケ
トマトソースに溺れてみたい♡
KANI CREAM CROQUETTE 2PC
crab cream croquette with tomato sauce

750甘エビのから揚げ
やめられない。とまらない。。 
AMAEBI KARAAGE  deep fried sweet shrimp

750イカの天ぷら 土佐酢ソース
イカ天＋土佐酢＝すなわち最強 !!
IKA TEMPURA  squid tempura with tosa vinegar sauce

600とろサバの塩焼き
極寒のノルウェー出身。 あぶらがノリノリ。
YAKI SABA  grilled fatty mackerel

950カマンベールチーズフライ
トロッとチーズにたっぷりブルーベリーと
マンゴーソースをつけて新世界へ !!
CAMEMBERT CHEESE  deep fried camembert cheese 
　　　　　　　　　　　　with mango & blue berry sauce



550

宇治ほうじ茶 自家製ブリュレ
HOME MADE HOJICHA BRULEE

600

プレミアム玉露
KYOTO PREMIUM GYOKURO GREEN TEA
(refined green tea)

550

プレミアムほうじ茶
KYOTO PREMIUM HOUJI TEA
(roasted green tea)

550

宇治抹茶 チーズケーキ
HOME MADE MATCHA CHEESECAKE

名物 あまい棒
AMAI BOU
...vanilla ice cream, whipped cream, deep fried bread 
　with blue berry sauce & mango sauce

750

300

アイス各種
バニラ・ピスタチオ・黒豆きなこ
ICE CREAM ( vanilla・pistàcchio・black bean & kinako )

モナカと黒豆きなこアイスとわらび餅
MONAKA ICE
...kinako icecream, wrapped in soft wafers 
　with bracken-starch mochi

500

最中アイス 

KINKAはお通し代・サービス料は一切いただきません。

No service charge & No cover charge.

※表示価格は全て税込価格です
デザート
dessert

知る人ぞ知る、京都・宇治の茶問屋「利招園茶舗」より
取り寄せた生粋の宇治茶を使用しています。
茶師こだわりの味と香りをお楽しみください。

ご一緒に利招園のお茶はいかがですか？ホットがおすすめです！

利招園について

×

トッピングアイス +¥200

add ice cream +200 add ice cream +200

トッピングアイス +¥200


