
Marusaya Dinner Menu

だし処丸佐屋ディナーメニュー

Authentic Japanese Cuisine Using All-Natural Dashi

We have a root in the whole seller of Japanese broth ingredients since 1962.
Japanese broth called “Dashi” is the foundation of Japanese cuisine.
The most popular type of Dashi is made from Katsuobushi (Dried Bonito Flakes).
Though Katsuobushi is basically produced by simmering, smoking and drying for
about 1 year, our Katsuobushi care 2 years for its process.
By this process, Umami taste is concentrated in our premium Katsuobushi
(Satsuma 2-year-old Hongare-Honbushi) and it's flavorful, nutritious and healthy.

We use only All-Natural Dashi (no MSG and other chemical seasonings) to bring.
Enjoy our delicious, healthy-tasting, authentic Japanese dishes.
We also serve all menu every day. Have a good time at Marusaya.

「ほんもの」の天然だしによる、「ほんもの」の和食を

1962年より、日本で鰹節卸業を始めたことがルーツである当店。

その歴史の中で、特別に開発されたのが「薩摩産本枯本節二年物」の鰹節です。
これは、二年以上に渡り乾燥と熟成を進め、旨味を凝縮させた「究極の鰹節」です。
当店では、この「本枯本節二年物」をふんだんに使用し、天然だしにこだわった和食

を提供しております。「天然だし」の素晴らしさを世界へ伝えるべく、「ほんもの」の

和食を追求し続けます。是非とも丸佐屋の味をお楽しみください。



All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Marusaya Course

丸佐屋コース

Signature Dashi Shabu Course

丸佐屋「だししゃぶ」コース

3kinds of Sashimi

お刺身3点盛り

Dashimaki Tamago

だし巻き玉子

Today’s Appetizer

本日の前菜

Udon or Porridge

うどんまたは雑炊

Dashi Shabu

だししゃぶ

Seasonal Dish

季節の逸品

Dessert

デザート

Please select the meat 

listed on the right page.

お肉は右のページから

お選びください。



※Minimum 2pax. 

All pictures are for reference only.

※2名様よりご注文可能です。

季節により写真と異なる場合がございます。
～選べるお肉～

1, First, please enjoy and taste our 2 years aged bonito flake flavor special “Dashi” soup stock.
まずは本枯本節二年物の鰹節でとった最高の出汁をぜひお試しください。

2, Master chef recommend to try your first meat with “Dashi Salt”.

最初のお肉は付属のだし塩でお楽しみください。料理長おすすめの食べかたです。

3, Please enjoy various flavors with your favorite sauce.

お好みのつけだれで様々な味をお楽しみいただけます。

4, Enjoy our additional orders udon or porridge after finished Dashi Shabu.
追加のうどん , 雑炊で全ての旨味が加わっただしをお楽しみください。

A5 Wagyu Umami Part  
A5和牛旨味 $108

Hokkaido Pork  
北海道ポーク $78

Premium Wagyu Saga Beef  
プレミアム佐賀和牛霜降り $148

A5 Wagyu Melting Part  
A5和牛霜降り $128

Sesame

胡麻だれ

Sour Plum

梅しょうゆ

Yuzu Rice Malt

ゆず塩麹

Sukiyaki

すき焼き風

Leek Sesame Oil

ネギ塩ゴマ

Home made dipping Sauce

Please choose 2 kinds of dipping sauce.

自家製つけだれ

お好みのつけだれを2種類お選びください

Please choose 
Udon or Porridge.
うどんか雑炊を
お選びください。

Udon
うどん

Ponzu Vinegar

ポン酢

Porridge
雑炊

How to enjoy Dashi Shabu

だ し し ゃ ぶ おす す め の楽 し み方



All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Dashi Shabu A La Carte

だししゃぶ単品

Choose Your Favorite Meat(100g/Order)厳選されたお肉をお選びください。

※Minimum 2order. You can combine

with any choice of meat. All Dashi Shabu 
including Assorted Vegetables, Dashi soup 
and 2kinds sauce.

(not including udon／porridge )

※ だししゃぶは2人前からオーダーをお願いします。
(組み合わせは 自由）

だしセットにはお肉、野菜、 だしスープ、つけだれ

2種が含まれています。うどんと雑炊は

含んでおりません。

Premium Wagyu Saga Beef

プレミアム佐賀和牛 霜降り

$108

A5 Wagyu Beef Melting Part

A5和牛 霜降り

$88

Hokkaido Pork

北海道ポーク

$38

A5 Wagyu Beef Umami Part

A5和牛 旨味

$68

Sesame

胡麻だれ

Sour Plum

梅しょうゆ

Yuzu Rice Malt

ゆず塩麹

Sukiyaki

すき焼き風

Leek Sesame Oil

ネギ塩ゴマ

Ponzu Vinegar

ポン酢

※ All meats include
「Assorted vegetables」

いずれも「野菜盛り合わせ」が付きます。

After Shabu

締めに

Udon

うどん

―――――――――

Japanese Porridge set

雑炊セット

―――――――――――

1 order/ $5
2 order/ $8

1 order/ $5
2 order/ $8

Home made dipping Sauce

Please choose 2 kinds of dipping sauce.

自家製つけだれ

お好みのつけだれを2種類お選びください。



Additional Dashi Shabu Item

だししゃぶ追加

All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Meat

お肉

Vegetable

野菜

Assorted Vegetables”Yasai”

野菜盛り合わせ $6

―――――――――――――

Black Fungus “Kikurage”

きくらげ $5

―――――――――――――

Lettuce

レタス $4

―――――――――――――

Mixed Mushrooms”Kinoko mix”

きのこミックス $4

―――――――――――――

Japanese Leek “Naganegi”

千切り長ネギ $3

―――――――――――――

Long Cabbage “Hakusai”

白菜 $3

―――――――――――――

Japanese Fish cake “Hanpen”

はんぺん $5

――――――――――――
―

Bean curd Mochi

餅入り巾着 $9

―――――――――――――

Japanese Fish cake “Chikuwa”

日本産天然ちくわ $8

――――――――――――

Japanese Tofu

日本産豆腐 4pcs/$6

―――――――――――――

Enjoy Dashi

おだしを楽しむ

A5 Wagyu Beef Melting Part
A5和牛 霜降り

100g/$73

―――――――――――――

A5 Wagyu Beef Umami Part

A5和牛 旨味

100g/$53

―――――――――――――

Hokkaido Pork
北海道豚

100g/$23

―――――――――――――

Homemade Chicken Meatball
自家製とりつくね

6pcs/$18

――――――――――――――

Premium Wagyu Saga Beef
プレミアム佐賀和牛 霜降り

100g/$93

―――――――――――――

～Please enjoy with alcoholic～

※ There is a separate menu 
for alcoholic beverages.

～お酒と一緒にどうぞ～

※お酒のメニューは別にございます。



All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Marusaya Original

丸佐屋オリジナル

Hokkaido Pork Shabu Salad

北海道豚しゃぶサラダ $18

―――――――――――――

Tomato Salad with Dashi

トマトサラダだしドレッシング $8

―――――――――――――

Japanese Tofu and 

Seaweed Salad

豆腐とわかめのサラダ $16

―――――――――――――

These dishes are 
recommended for 
enjoying “dashi”.
当店の出汁を楽し
むのにおすすめの
料理です。

Salad

サラダ

Half Dried Bonito Jerky

食べる鰹節 $15

―――――――――――

Dashimaki Tamago (Omelet)

丸佐屋天然だし巻き卵 $12

―――――――――――

Ohitashi

ほうれん草のお浸し $9

―――――――――――

Dashi Oden

だしおでん $18

―――――――――――

Chawanmushi

天然だし茶わん蒸し $10

―――――――――――



All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Appetizer

前菜

Eihire（Dried Sting Ray fin）

エイヒレ $10

―――――――――――――

Tsukemono（Japanese pickles）

漬物 $8

―――――――――――――

Hiyayako（Cold Tofu）

冷奴 $8

―――――――――――――

Gakko cheese

いぶりがっこチーズ $8

―――――――――――――

Mentaiko (Seared Cod Fish Roe)

炙りめんたいこ $9

―――――――――――――

Japanese Takoyaki

たこ焼き かつおぶし添え $14

―――――――――――――

Ageginnan

（Deep Fried ginkgo nuts）

揚げ銀杏 $8

―――――――――――――

Edamame

枝豆 $8

―――――――――――――

Dashi flavor Deep Fried poteto

だし香るフライドポテト $8

―――――――――――――



Today’s Recommend Sashimi
本日のおすすめのお刺身

――――――――――――――

All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Please ask our staff

about today’s

recommended sashimi!

―――――――――――

本日のおすすめのお刺身

については、スタッフに

お聞きください。

Popularity

人気！

Fish Dish

お魚料理

Tuna Sashimi

マグロ赤身刺身 $28

―――――――――――――

Salmon Sashimi

サーモン刺身 $20

―――――――――――――

Grilled One-Night Dried Squid

イカの一夜干し $14

――――――――――――---

Grilled Salmon Belly Teriyaki

サーモンハラス照り焼き $18

―――――――――――――

Grilled Salmon Belly with Salt

サーモンハラス塩焼き $18

―――――――――――――

Grilled Miso Marinated Black Cod

銀鱈の西京焼き $30

――――――――――――――――――――

Grilled Atka Mackerel

しまほっけ開き $28

――――――――――――――――――――

Rice

ご飯 $4

―――――――

Miso soup

だしお味噌汁 $5

―――――――

Rice and Miso soup

ご飯お味噌汁セット $8

――――――――

Rice and Miso soup 
for Main Dish

ご飯とだしお味噌汁も
お料理とご一緒に



Deep Fried Dish

揚げ物

All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Deep fried foods and Grilled food 

are cooked to order.

Please note that it may take up to 

20 minutes to serve. 

ご注文いただいてから調理しております。

ご提供までに20分程度かかる場合がございます。

Dashi Menchi (Dashi Flavored 
Minced Wagyu Croquette)

だしメンチカツ (3pcs) $18

―――――――――――――

Agedashi Tofu (Deep Fried 
Tofu with Dashi Sauce

揚げ出し豆腐 $12

―――――――――――――

Assorted Tempura

天ぷら盛り合わせ $20

―――――――――――――

Japanese Fried Chicken

鶏のから揚げ $16

―――――――――――――

Prawn Tempura

海老天ぷら $24

―――――――――――――
―

Vegetable Tempura

野菜天ぷら $16

―――――――――――――
―

Hokkaido Pork Cutlet 

with Dashi
北海道ポークカツとじ $28

―――――――――――――

Wagyu Beef Sukiyaki
和牛すき焼き $48

―――――――――――――

Pork Sausage with 

yuzu sauce
ソーセージ 柚子麹タレ $15

―――――――――――――

Meat Dish

お肉料理

Also available as a set！ Add $8 for rice and 

Miso soup set  【Rice and Miso soup Set  $8】

ご飯と一緒にどうぞ！+ $8で、ご飯とお味噌汁のセットでも

お楽しみいただけます。 【ご飯セット $8】



All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Soba Ｎｏｏｄｌｅｓ

そば

Tempura Zaru Soba

天ざるそば

Medium $21/ Large $26

Zaru Soba

ざるそば

Medium $13 / Large $18

Sukiyaki Udon （Hot or Cold）

すき焼きうどん （温または冷）

Medium $16 / Large $23

―――――――――――――――

Udon Ｎｏｏｄｌｅｓ

うどん

Soba-tsuyu
can be added.

そばつゆの追加

できます。 $4

Please enjoy 「Katuobushi Soba-tsuyu」 with concentrated Soba soup 

After finishing soba noodles.

〆に、「薩摩産本枯本節二年物」がふんだんに使われた贅沢なそばつゆと濃厚なそば湯を

ぜひお楽しみください。

Tempura Udon (Hot or Cold)

天ぷらうどん 温/冷 Medium $18/Large $25

―――――――――――――――――――

Dashi Curry Udon/Soba

だしカレーうどん/そば $16

―――――――――――――――

Vege Tempura Udon (Hot or Cold)

野菜天ぷらうどん 温/冷 Medium $15/Large $22

―――――――――――――――――――

Udon (Hot or Cold)

うどん 温/冷 Medium $10/Large $17

―――――――――――――――――――



Roll cake (Milk)

ふんわり極上ロール $5

―――――――――

Homemade Pudding

自家製プリン $7

――――――――――――――――

Warabi mochi

わらびもち $6

―――――――――

Desert

デザート

All prices are subject to 10% Service Charge and GST

Rice

ご飯

“Dashi” Simmered Beef Rice 
Bowl（Gyu Don）

だし牛丼 $22

“Dashi” Wagyuu Beef Curry rice

和牛だしカレーライス

“Dashi” Chazuke

だし茶漬け Plum（梅） $12

Salmon（鮭） $12

～Rice and Miso soup for Main Dish～
～ご飯とだしお味噌汁もお料理とご一緒に～

Rice

ご飯

$4

――――――――――

Miso soup

だしお味噌汁

$5

――――――――――

Rice and Miso soup

ご飯お味噌汁セット

$8

――――――――――

Medium $28

Small    $18

・Brown Sugar 黒糖

・Milk 青森ミルク

・Salt 塩

・Brown rice tea 玄米茶

・Japanese Strawberry あまおうChef’s recommendation

店長のこだわりがつまってます。

Ice Cream

アイスクリーム $6

―――――――――



All prices are subject to GST

Retail

ご家庭でも丸佐屋の味を

Karebushi Hana-katsuo

花かつお(枯)

$12 (100g)

Dried Bonito Flakes for 
Dashi  Broth. You can use it 
for miso soup.

枯節の花かつお。味噌汁の
だしなどにご使用ください。

Soba Dipping Sauce

蕎麦つゆ-本枯本節二年物-

$16 (295ml)

All-Natural sauce for Soba  
Noodle. You can use it for 
any dishes.

本枯本節二年年物、醤油、

砂糖、みりんのみを使用してお
り万能調味料としても最適です。
 

7 ingredients Dashi bags

7種類の贅沢極みパック

$8 (10g×8 pkt)

Dashi bags including 7 
natural  ingredients. Enjoy 
genuine taste at home.

ご家庭で簡単に本格だしを

取って頂ける天然素材のみを
使用しただしパックです。 

2years Dried Bonito Flakes

花かつお本枯本節二年物

$8 (3g×10 pkt)

Bonito Flakes for topping. Using 
2years  dried Bonito Flakes from
Kagoshima.

薩摩本枯本節二年物を使用した
鰹節。お料理のトッピングとしてご
使用ください。

Taberu Katsuobushi

食べる鰹節

$15 (100g)

Half dried Bonito Fish 
jerky. Well matches with 
alcohol drinks as snack.

スナック感覚で楽しめる鰹節
です。 お酒のおつまみに最
適です。

Natural Dashi Powder

天然だしパウダー

$10

All-Natural Dashi blending 
powder. It  goes well with 
soup and salad.

本枯本節二年物、煮干し、

昆布、塩を独自の配合で

ブレンドしました。味噌汁や

お料理のトッピングとしてご

利用ください。
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