
Marusaya’s Recommendation Dashi Cuisine丸佐屋おすすめのだし料理

All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

$8

Deep  f r i ed  ho t  s i lken  
t o f u  s e r v e d  i n  r i c h  
dashi  sauce,  special ly  
made by Marusaya.

だし処丸佐屋の揚げだし
豆腐は、だしがたっぷり
と入っていることが特徴
です。だしに浸った揚げ
豆腐をどうぞ。

揚げ出し豆腐

AGEDASHI 
TOFU

367

牛すじと大根の煮物
こだわりの白味噌で仕立
てた牛すじとだしの染み
込んだ大根の煮物は、だ
し 処 丸 佐 屋 の 定 番 メ
ニューです。

A  c l a s s i c  M a r u s a y a  
d i s h  -  B e e f　 t e n d o n  
marinated with  Kyoto 
white  miso;  s immered 
in Dashi broth together 
with white radish.

GYUSUJI 
DAIKON

$18

307

日本産高級白豚を使用したとんかつに、薩摩産本枯本節二年物
のかつおだしと卵でとじた本格かつとじです。親子鍋で熱々の
まま提供いたします。

V i n e g a r e d  t o m a t o  
spr inkled  wi th  boni to  
f l a k e s ,  a  c o l d  a n d  
r e f r e s h i n g  d i s h  w i t h  
exquisite sweetness and 
sour taste.

甘酸っぱいトマトを､だし
を効かせた土佐酢に漬け
込みました。トマトと土
佐酢による酸味のハーモ
ニーが絶妙です。

冷やしトマト

HIYASHI 
TOMATO

$8 133

すりつぶした蓮根にしゃき
しゃきのくわいと海老を加え
揚げ出し餅としました｡天然
利尻昆布と本枯本節二年物の
だしを薄口で整えて｡蓮根の
軽やかな食感が良いです｡

蓮根もち揚げ出し

Deep f r ied  mashed lo tus  
root with waterchesnut and 
prawn, finished with dashi 
soy sauce.

RENKON MOCHI 
AGEDASHI $16

220

「プレミアムだし」のかつとじ煮

Deep-fried Japanese pork cutlet bound with Japanese broth and 
egg. Sizzling hot and juicy texture served on hot plate added 
the enjoyment of taste.

日本産高級白豚を使用したとんかつを薩摩産本枯本節二年物のかつお
だしと卵でとじたプレミアムなかつとじです。親子鍋で熱々のまま提
供いたします。

PREMIUM DASHI KATSU TOJI $26

277

$12AGEDASHI
MOCHI

当店自慢のおいしいだしを
吸った揚げ餅とその弾力の食
感を楽しめます。もみじおろ
しがアクセントになって食欲
をそそります。

揚げ出し餅

Chewy deep fried rice cake 
soused in Dashi broth.

334

新鮮野菜をその日のうちにだ
しに漬け込んだ、こだわりの
おひたし。旬の野菜の恵みを
天然だしの旨味とともに。

旬野菜のお浸し

R e f r e s h i n g  s e a s o n a l  
v e g e t a b l e  c o o k e d  i n  
a l l -na tu ra l  Dash i  b ro th ,  
topped with bonito flakes. 

OHITASHI $9105



All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

※だし料理はこちらのページ以外にもたくさんございます。

一番だしのおでん盛合せ

Using 2 year-old bonito originated from 
Satsuma and Rishiri kombo (kelp), the Japanese 
winter stew is cooked in dashi broth. Get caught 
in surprise with this elegant taste of oden.

薩摩産本枯本節二年物と天然利尻昆布でとった
一番だしで仕上げただしが主役の究極おでんです｡
おでん種に上品なだしが染み込み､同時に具材の
旨味がだしにじわっと染み出していく､だしも
具材も両方おいしいおでんです。

ODEN MORIAWASE $15

鰹節問屋のだしたっぷりだし巻き玉子

Simple yet unique dish by Marusaya chef, turning 
common omelette savored with Dashi to a 
memorable dining experience.

シンプルな料理こそ、ごまかしのきかない本当の味の
勝負。天然だしで仕上げた本物のだしまきをたっぷり
のだし汁と共にご賞味ください。

DASHIMAKI TAMAGO $12

219 302

肉じゃが

Japanese beef meat and potato 
stew,  exceptional taste only found 
in Marusaya.

日本のおふくろの味を丸佐屋のだし
仕立てで｡だしでじっくり炊いた牛肉
じゃがの素材の旨味を最大限に引き
出しました｡

BEEF NIKUJYAGA $15304

南蛮漬け

Using fish-of-the-day, it is fried 
and marinated in vinegar; the 
sweetness and sourness added 
greater natural flavours to the 
special dish.

その日のおすすめのお魚を､カラッと
揚げて､だしを効かせた南蛮地に漬け
こみました｡たっぷりの野菜とともに
さっぱりとどうぞ。

NANBAN ZUKE $10

鰹節問屋のだしらーめん

Fresh house-made ramen cooked in all-natural dashi; the 
quality of soup is determined by its clarity -the clear fine 
soup base provide high quality and more robust taste.

だしラーメンの最大の特徴は、動物系スープをベースとする
のではなく、澄み切った上質な和風だしがあくまでも基本。
これに鶏肉と香味野菜が持つコクと旨味を、あくまでもやさしく
添え、なんとも慈悲深い味わいのスープに仕上げております。
こちらに店内で自家製麺した麺を合わせてご提供いたします。

DASHI RAMEN L:$24/M:$18/S:$15

523

自家製漬物

Prepared with dashi and vinegar, the 
daily assorted pickles by the Chef.

当店で手造りした旬のお漬物の盛合せです｡

HOUSE-MADE 
PICKLES

$8

天然だしの茶碗蒸し

Steamed in all-natural Dashi, this 
silky and tasty steamed egg custard is 
worth waiting for as it is freshly 
made upon ordered. 

天然だしの旨味だけで仕上げる茶碗蒸しは､
ご注文いただいてから蒸し上げ､熱々の
状態でご提供するため､少々お時間を頂戴
します。

CHAWAN MUSHI $12

515

116

もずくとカニの酢の物

Ideal appetizer of mozuku seaweed 
with crab meat in tosazu vinegared 
sauce.

生姜風味のさっぱりとした酢の物です｡
鰹の効いた土佐酢をたっぷりとはって｡

MOZUKU KANI 
SUNOMONO

$10 130

110



All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

おつまみ&サラダAppetizers & Salad

199

214

115

114

423

108 112

104

121

豆乳から作る自家製冷奴
Homemade cold tofu. 

豆乳ににがりを加えて蒸しあげた当店自家製の
冷奴です｡クリーミーな豆腐をお試しください｡

HIYAYAKKO $8

焼き海苔箱と板わさ

Best quality grilled seaweed; 
prepared in charcoaled hand 
made box. Served with fish 
sausage.

日本で取れる最高級の海苔を炙っ
て召し上がっていただく一品。東
京合羽橋「竹むら」の焼き海苔箱
でご提供します。

YAKINORI 
AND ITAWASA

$18

カリカリじゃこと大根の鰹節サラダ

Stirred fried sardines in sesame oil, paired 
with freshly shaved radish and topped 
with Japanese soya sauce salad dressing. 
Only imported Japan sardines are used.

日本産のしらすを油でカリカリに｡大根に鰹節
をたっぷりのせて､醤油味の和風ドレッシ
ングで。

KARIKARI JYAKO 
DAIKON SALAD

$13

イベリコ豚のしゃぶしゃぶサラダ

Sliced Iberico pork boiled in premium Dashi 
stock. Savored with fresh greens and topped 
with house-made sesami salad sauce.

プレミアムだししゃぶでも使用してるイベリコ
豚を､自家製胡麻ドレッシング仕立てのサラダ
です｡

IBERIKO
SHABUSHABU SALAD

$16

サーモンとアボカドのシーザーサラダ

Salmon and avocado salad with house made 
caesar dressing.

人気のサーモンお刺身とアボカドを自家製シーザー
ドレッシングで。

SALMON AND AVOCADO 
CAESAR SALAD

$20

食べるかつおぶし

Rarely found in Singapore - Thick Bonito Flakes 
best match with alcohol drinks. You'll get addicted 
to this snack and become a fan of dried bonito!

生ハムのような食感の半生のかつおぶしをスライス
した新しいおつまみ｡スモーキーな香りが､ビールや
お酒によく合います。

TABERU KATSUOBUSHI $15

ポテトサラダ

Mashed potato savoured with fresh 
vegetable and bacon bits. Enjoy 
the bustling and delightful flavour!

シンプルな家庭料理､マルサヤでは
蒸したじゃがいもを熱いうちに皮を
剥いて塩胡椒で味付けすることが
ポイントです。野菜たっぷりのポテト
サラダをお召し上がりください。

POTATO SALAD $9

冷やし焼き茄子､だし醤油がけ

Chilled Japanese grilled eggplant  topped 
with Bonito flakes. Maximise the greatness 
of taste with Dashi soy sauce. 

冷やした焼き茄子に､かつお節･昆布･牡蠣
煮干･あさり節を使った丸佐屋オリジナルの
だし醤油をかけてどうぞ｡

YAKI NASU $8

枝豆

Edamame -Japanese stem bean which you can't 
stop snacking! 

ビールのおつまみに定番の枝豆です。

EDAMAME $8



All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.
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日本酒･焼酎を飲まれる方におすすめの肴
Recommended Side Dishes to Go With Japanese Sake/Shochu

お造り５種盛合せ

Assorted sashimi (5 varieties); 
fish freshly selected and imported 
from Tsukiji market, Japan.

料理長が厳選した新鮮な魚をお任
せでご用意させていただきます｡

料理長が厳選した新鮮な魚をお任
せでご用意させていただきます｡

ASSORTED
5 KINDS SASHIMI

$58

お造り３種盛合せ

Assorted sashimi (3 varieties); 
fish freshly selected and imported 
from Tsukiji market, Japan.

ASSORTED
3 KINDS SASHIMI

$40

築地本まぐろとサーモンのお造り

Fresh air-flown tuna from Japan collaborating with quality 
salmon served with special blended soy sauce.

築地から仕入れた新鮮なまぐろと人気のサーモンを盛合せで｡
自慢の土佐醤油でお召し上がりいただきます。

MAGURO AND SALMON 
SASHIMI

$32

サーモンのお造り
Most popular! Fresh salmon sashimi.

厳選したサーモンをお刺身で｡臭み
のない上質なサーモンの甘味が味わ
える定番の人気商品です｡

SALMON 
SASHIMI

$28

289

炙りへしこ、
カマンベールチーズ添え

Fermented fish with camembert 
Cheese, the two species in the 
dish make a great partnership. 
Best serve with drinks. 

福井県名産のへしこをさっと炙り､
相性のいいカマンベールと一緒に｡
お酒のお供に最適です｡

HESHIKO 
CAMEMBERT

$15

ほやの塩辛

Fay salted fish, this delicacy is 
rich in minerals and best served 
with cold sake for a salty taste.

莫久来(ばくらい)と呼ばれ､珍味
好きの方にはたまらない一品です｡

HOYA
SHIOKARA

$14

215

焼き味噌、そばの実入り

Classic miso (fermented beans) 
mixed with dried bonito powder. 
Rich and savoury.

蕎麦屋定番のそばの実入り焼き
味噌も､丸佐屋自慢の鰹節粉末を
合わせることで､より旨味豊かな
味わいに｡

YAKIMISO
SOBANOMI

$10

鮭とば

Dried shredded salmon. This 
delicacy best served with Japanese 
sake.

北海道名産の鮭とば。秋鮭を潮風
にあてて干しこんだ日本酒や焼酎
によく合うおつまみです。

SAKETOBA $14

刺身&冷菜 Sashimi (Raw Fish ) & Cald Dishes



手羽先の唐揚げ

Fried chiken wings tossed in thousemade special 
sweet sauce and spprinkled with white sesame. 3 
whole wings, served in 6 pieces. Good for sharing.

はちみつ入りの甘めのたれを絡めて、山椒と胡麻で
アクセントを付けました。

TEBASAKI KARAAGE $19

海老の天麩羅
10 pieces of rich taste prawn Tempura.

新鮮な海老が10本入ったボリュームたっぷりの一品です。

EBI TEMPURA $45

天麩羅の盛合せ

Assorted tempura (3 varieties of vegetable and prawn) 
served with Dashi tempura sauce.

海老３本と野菜を盛合せにしました。薩摩産本枯本節二年物
の天つゆと一緒にどうぞ。

ASSORTED TEMPURA $28

野菜の天麩羅盛合せ

Assorted (10 varieites) vegetable tempura. An ideal 
vegetarian dish.

旬野菜を１０品ほど盛合せた天ぷらです。ベジタリアンの方にもお
すすめです。

ASSORTED YASAI TEMPURA $15

若鶏の唐揚げ

Tender fried chicken thigh. Battered with 
Japanese Sake and soy sauce.

TORI KARAAGE $15

若鶏の唐揚げピリ辛甘酢ソース
Fried chicken with special sour spicy sauce

若鶏に清酒と薄口醤油で味付けした竜田揚げ風の
唐揚げ｡味付けは「プレーン」と「ピリ辛甘酢」を
お選びいただけます。

TORI KARAAGE
AMAZU

$16

232

205

206

All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

天麩羅&揚物Tempura & Fried Food

蓮根の唐揚げ

Deep fried thick lotus root, seasoned with 
soy sauce. Lemon dash as you like.

厚切りにした蓮根をしょうゆ味の唐揚げにしまし
た｡塩とレモンはお好みで。

RENKON KARAAGE $9 200

揚げ銀杏

Lightly salted fried gingko nuts. Best 
served with beer.

殻付きの銀杏を、ひとつひとつ丁寧に
割って、大豆油で揚げた定番おつまみ。

AGE GINNAN $8

216

自家製さつま揚げ

The light texture and tasty house-made 
fish cake savored with vegetable using 
fresh fish from Hokkaido. 

北海道の魚生身をすり鉢で練って野菜と
魚介をあわせて揚げた、こだわりの手作
りさつま揚げです。

SATSUMAAGE $12201

205

206

208

209

203



All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

焼物Grilled Dishes

アグーポークの西京焼き

Marusaya original grilled agu 
pork from Okinawa, marinated 
in saikyo miso and hakkaisan 
sake lees.

八海山酒造の酒粕とこだわり
の白味噌を使い､沖縄産の希少
アグー豚肉を西京焼きにしました｡
酒粕の豊かな甘みと焼けた味噌
の香ばしさをご堪能ください。

AGU PORK
SAIKYO YAKI

$28285

若鶏焼き

The tender juicy chicken thigh can also be treated to add 
its crispy texture upon request.

やわらかくてジューシーな鶏肉を素材のうまさを最大限に活か
す塩焼きに。焼きたてをご提供します。

WAKADORIYAKI $15

218

いかの丸焼き

Seasoned with soy sauce, the whole 
Japanese squid is  careful ly  
grilled for full flavour.

するめいかに特製醤油だれを塗
り、丸ごと焼き上げました。生姜
とともにどうぞ。

IKA MARUYAKI $20 292

219

鯖の塩焼き

A typical Japanese dish, grilled carefully to retain its original 
flavour derived from the fish meat and sauce.  

丁寧に焼き上げた、日本の焼魚の定番。

SABA SHIOYAKI

銀ダラの西京焼き

Grilled silver cod fish after 
marinated in special soya bean 
paste (Saikyo Miso) for its 
sweetness, tenderness and rich 
flavour. 

八海山酒造の酒粕とこだわりの
白味噌を使った特別な西京焼きです｡
酒粕の豊かな甘みと焼けた味噌の
香ばしさをご堪能ください。

$20GINDARA
SAIKYOUYAKI

$17

226

縞ほっけ焼き ( 1枚又はハーフ )

The Grilled half-dried Atka Mackerel has a unique firm texture and 
intensive flavour. Please select whole or half size.

脂ののった縞ほっけです｡一枚か半身かお選びいただけます｡

SHIMA HOKKE $40/枚WHOLE  $22/半身HALF

223

和牛ランプステーキ

Grilled Wagyu beef rump steak served with refreshing 
citrus flavoured ponzu sauce. 

肉そのものの旨味を味わえるランプの部位をカットのステーキで｡
当店自慢のかつおだしの効いたポン酢ソースで｡シンプルさが
旨味を引き立てます。

WAGYU RUMP STEAK $38

258



$12

All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

自家製麺Housemade Noodles
温うどんのつゆには、天然利尻昆布、宗田節、いりこ、うるめいわし、鰹節をブレンド。透明感のある
上品な味わいながら、濃厚な旨味を持つ、究極のうどんだしに仕上げております。

Our Hot  udon soup is  made of  Marusaya ’s  a l l -natural  Rishir i  Kelp,  
Sodabushi ,  Ir iko,Urume Sardines .  These  ingredients  produce the  
f inest ,  c learest  and r ichest  Dashi  for  the  our  fresh udon.  I t ’ s  magical .

鰹節問屋の
だしラーメン
(温)

DASHI RAMEN
 (HOT)

L:$24
M:$18
S :$15

だしラーメンの最大の特徴は、動物系スープをベースとする
のではなく、澄み切った上質な和風だしがあくまでも基本。
これに、鶏肉と香味野菜が持つコクと旨みを、あくまでもや
さしく添え、なんとも滋味深い味わいのスープに仕上げてお
ります。これに、店内で自家製麺した麺を合わせてご提供い
たします。

It is no doubt that we will use our all-natural dashi for 
our housemade fresh Ramen noodles. The clearer a 
robust ramen soup the finer it is.
Here it is, please enjoy.

冷うどんのつゆは薩摩産本枯本節二年物と天然利尻昆布の旨味を
合わせ、鰹節問屋が考える最高の組み合わせのつけつゆとなって
おります。
最後の一滴まで、だしの旨味をご堪能いただくことができます。

Our Cold  Udon’s  sauce  is  made with  our  c lass ic  
Honkare-honbushi 2 years dried bonito from Satsuma 
and the all-natural Rishiri Kelp. It’s light in weight yet 
it provides you an unimaginable depth of richness and 
flavour.

ざるうどん
ZARU UDON

VEG TEMPURA
野菜天麩羅付き
L:$22/M:$15/S:$13
ASSORTED TEMPURA
天麩羅付き
L:$28/M:$20/S:$17

ADD DIP SAUCE
追加うどんつゆ +$4

CHICKEN TEMPURA
鶏天麩羅付き
L:$23/M:$16/S:$14

鶏天麩羅うどん

CHICKEN
TEMPURA UDON

TEMPURA
UDON

VEG TEMPURA 
UDON

L:$23/M:$16/S:$14

509

天麩羅うどん
L:$28/M:$20/S:$17

507

野菜天麩羅うどん
L:$22/M:$15/S:$13

508

すき焼きうどん

SUKIYAKI UDON

L:$26/M:$18/S:$15

506

すき焼き
ぶっかけうどん

SUKIYAKI
BUKKAKE UDON

L:$26/M:$18/S:$15

513

長芋とろろ半熟卵
ぶっかけうどん

NAGAIMO
TORORO UDON

L:$23/M:$16/S:$14

514

523

510



All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

504

日本人のソウルフードとも言える味噌汁も、もちろん天然
だしのみを使用。薩摩産本枯本節二年物と北海道産天然
利尻昆布の黄金の合わせだしに、米味噌と西京味噌を
ブレンドして味を調えております。だしが主役の当店
自慢のお味噌汁を是非どうぞ。

This is probably the most common dish in any Japan. 
At our restaurant, we use our classic 2 years dried 
bonito from Satsuma and Hokkaido Rishiri Kelp for a 
perfect Dashi. As for miso(fermented bean paste), we 
use a mixture of rice miso and saikyo miso. Marusaya’s 
Miso soup is all-natural. Healthy and tasty. It’s the 
legend of all miso soups.

へぎそばとは、新潟地方で愛されている「布海苔（ふのり、
海藻の一種）｣をつなぎにして打たれたお蕎麦で､独特の
つるっとした喉越しが特徴です。当店では､へぎそばの元祖
と言われている「越後十日町小嶋屋」さんが作られたものを
使用しております。そばつゆには、薩摩産本枯本節二年物
と北海道産天然利尻昆布をふんだんに使用しております。
そば湯で割った時でも、だしの効いたかけつゆを味わって
いるように、最後までおいしくお楽しみ頂けます。

Hegi Soba is made of buckwheat and a kind of 
Seaweed “Funori”. This special soba has a scent 
of ocean and colour of green. It is healthier 
and tastier. Our Soba dipping sauce includes 
Honkare-honbushi classic 2 years dried bonito 
from Satsuma and Hokkaido Rishiri Kelp. After 
you have finished the noodles, you may pour the 
hot soba water (soba-yu) to the dipping sauce for 
a good ending.

パスタPasta

ご飯と味噌汁&だし茶漬けRice,Miso Soup & Dashi Soup Rice

越後十日町小嶋屋のへぎそば Hegi Soba (Buckwheat Noodles )

501

細麺のカッペリーニパスタを使用し、自慢の和風だしと明太子を合わせることで
絶妙な味わいを生み出しました。
オープン以来ランチとディナー共に人気のスープパスタです。

Marusaya’s own creation. Selecting the capellini for the dashi soup based 
pasta.Topped with fish roe, seaweeds and a small cube of butter. Very fragrant, 
comfortable and goes really smooth.

そうめん風 和風だしパスタ

WAFUDASHI PASTA L:$23/M:$18/S:$13

Dashi soup rice with the 
choice of topping

405

516

ご飯と味噌汁
$8

RICE, MISO SOUP 
& PICKLES

$4ご飯
RICE

味噌汁 $5
MISO SOUP

407

だし茶漬け(梅/鮭)

DASHI
CHAZUKE
PLUM / SALMON

$12

L:$32/M:$26/S:$23
天麩羅付き
WITH TEMPURA

L:$22/M:$16/S:$13
海苔付き
WITH SEAWEED

L:$20/M:$14/S:$11
プレーン
PLAIN

+$4追加うどんつゆ
ADD DIP SAUCE



All  prices are subject  to 10% Service Charge and 7% GST.

特製プリン
Uniquely homemade pudding by Japanese chef.

食後の別腹にプリンはいかがですか。

HOMEMADE 
CHEF'S PUDDING

$8

抹茶最中アイス

Macha Ice-cream sandwithced with 
monaka. 

さわやかな香りの抹茶アイスクリーム
の最中を大納言あんと一緒にどうぞ。

MACCHA 
MONAKA 
ICECREAM

$10

$6

アイスクリーム
[抹茶/バニラ/黒胡麻]

ICE CREAM - SINGLE SCOOP -
[GREEN TEA] [VANILLA]
[BLACK SESAME]

1223

スイーツSweets

1230

1235

海鮮丼とロール寿司Assorted seafood rice bowl & Roll sushi

カリフォルニアロール
California roll sushi.

大人から子どもまですべての世代に大人気の巻き寿司です。

CALFORNIA ROLL $20
157

海老天ロール
Prawn tempura roll sushi.

ぷりぷりの海老の天麩羅を巻き寿司にしました。

EBI TEN ROLL $20

158

サーモンとアボカドのロール
Salmon and avocado rolled sushi - always best choice.

サーモンとアボガドを酢飯で巻いた､万人に愛される巻き寿司です｡

SALMON AND AVOCADO ROLL $20

156

サーモンと海鮮漬け
ミニ丼

S a l m o n  a n d  a s s o r t e d  
s a s h i m i  f r o m  T s u k i j i  
marke t  on  top  o f  r i ce   
in  the mini  bowl.

新鮮なネタがたっぷりの漬け
丼をミニサイズで。

SALMON 
KAISEN 
ZUKE MINI 
DON

$18430
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