※魚介類につきましては、天候により品数に限りがございます。品切れの際はご容赦下さい。

マグロ刺し（1人前） ・・・・・・・・・・ 500円
カツオ刺し（1人前） ・・・・・・・・・・ 500円
タコ刺し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
イカ刺し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
サーモン刺し ・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
刺身盛り合わせ（２～３人前） 1,500円

大皿盛
タコ味噌炒め ・・・・・・・・・・・・・・・ 980円
イカ味噌炒め ・・・・・・・・・・・・・・・ 980円

壱品料理

一押し料理
エビ入り生春巻き ・・・・・・・・・・・ 680円
墨入り島焼そば ・・・・・・・・・・・・・ 780円
ジューシーおにぎり ・・・・・・・・・・ 380円

サラダ
海鮮サラダ(大) ・・・・・・・・・・・・・ 980円
(中) ・・・・・・・・・・・・・ 680円
(小) ・・・・・・・・・・・・・ 380円
大根ツナサラダ ・・・・・・・・・・・・・ 480円
黒酢玉ネギの納豆サラダ ・・・ 680円

揚げ物
ポテトフライ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
山芋フライ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
チーズ餃子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
イカゲソ唐揚げ ・・・・・・・・・・・・・ 480円
ナス揚げ出し ・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
グルクンの唐揚げ ・・・・・・・・・・・ 480円
若鶏の唐揚げ ・・・・・・・・・・・・・・ 500円
揚げ出し豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・ 380円
厚揚げ豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
カツオの腹皮チップス ・・・・・・ 380円
鶏軟骨唐揚げ ・・・・・・・・・・・・・・ 380円

焼き物
手羽先の塩焼き ・・・・・・・・・・・・ 380円
手羽パワーニンニク ・・・・・・・・ 480円
焼きナス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 350円
さんま焼き ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
イカ姿焼き(タレorしょうが)・・・・・ 480円
子持ちししゃも ・・・・・・・・・・・・・ 300円

串焼（各2本）

スピードつまみ

焼鳥 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
ネギマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
砂肝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
海鮮串焼き ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
車えび塩焼き ・・・・・・・・・・・・・・ 780円
三枚肉串焼き ・・・・・・・・・・・・・・ 300円
トン串焼 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円

トウフヨウ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
自家製ジーマミ豆腐 ・・・・・・・・・・・ 380円
枝豆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
スクガラス豆腐 ・・・・・・・・・・・・・ 350円
サラミチーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
おしんこ盛り ・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
ソーセージ盛り ・・・・・・・・・・・・・・ 680円
冷奴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
月見トロロ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
月見トロロ納豆 ・・・・・・・・・・・・・ 380円
マグロ山かけ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円
バクダン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 680円

串揚げ（各2本）
鶏肉揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
チーズ揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
ウズラ揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
アスパラベーコン揚げ ・・・・・・ 280円
ししとう揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円

本店

あさり汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
アサリバター焼き ・・・・・・・・・・・ 450円
アサリ酒蒸し ・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
ポパイバター ・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
アスパラベーコン ・・・・・・・・・・・・・・ 380円
砂肝パワーニンニク ・・・・・・・・・・・・ 480円
手作りパワー餃子 ・・・・・・・・・・・・・・ 480円
ナスひき肉豆板醤 ・・・・・・・・・・・・・ 580円
激辛エビチリ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
マーボー豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・・ 580円

にぎり寿司
松セット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円
2貫寿司
マグロ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
カツオ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
イカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
タコ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
エビ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
細巻き寿司
梅シソ巻き ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
カッパ巻き ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
納豆シソ巻き ・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
鉄火巻き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円

海鮮酒 家

刺身

寿司

和え物
ミミガー和え ・・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
ンギャナ和え ・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
宮古ぜんまいトロロ和え・・・・・ 380円

酢の物
モズク酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
ゴーヤ酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
酢ダコ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
酢物盛り合せ ・・・・・・・・・・・・・・・ 680円
お通しは
150円
頂いております
価格は
消費税込みで
表示しております

韓国料理
石焼きビビンバ ・・・・・・・・・・・・・ 780円
石焼きビビンバセット ・・・・・・・ 980円
チヂミ(韓国風お好み焼き) ・・・・・・ 580円
トックポーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
キムチ各種(白菜・きゅうり) ・・・・・ 300円
タコキムチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
ナムル各種(もやし・ほうれん草) 200円

定食
チャンプルー定食 ・・・・・・・・・・・・ 980円
イカ墨汁定食 ・・・・・・・・・・・・・・・ 980円

飯物・そば
ごはん
・・・・・ 150円
おにぎり(油みそ・シャケ・梅) ・・・・・ 230円
焼きおにぎり ・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円
ジューシーおにぎり ・・・・・・・・・・ 380円
中山茶づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
五目チャーハン ・・・・・・・・・・・・・・ 580円
ニンニクチャーハン ・・・・・・・・・・ 580円
ゴーヤチャーハン ・・・・・・・・・・・・ 580円
玉子雑炊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380円
エビ雑炊/とり雑炊/キムチ雑炊 各450円
宮古そば ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
宮古ヤキソバ ・・・・・・・・・・・・・・・ 580円

デザート
ブルーシール バニラアイスクリーム ・・ 300円
紅イモチップス付

