
〜お造り・一品〜 

一品
・もろきゅう・・・・385円
・味噌きゅうり・・・385円
・枝豆・・・・・・・440円
・冷奴・・・・・・・440円
・マグロユッケ・・・990円
・マグロ山かけ・・・990円
・刻みわさび・・・・330円
・ひねどり湯引きポン酢770円
・いくら付き出し・・1100円
・数の子付き出し・・1100円
・イカの梅しそ和え・770円

サラダ

・海鮮サラダ・・880円
・海鮮サラダハーフ・550円
・豆腐サラダ・・660円
・豆腐サラダハーフ・440円
※選べるドレッシング

『和風・青じそ・胡麻』

・海鮮カルパッチョ・・・880円
・サーモンカルパッチョ・880円
・鯛カルパッチョ・・・・990円
・マグロカルパッチョ・・880円
・たこカルパッチョ・・・880円

・ボリュームたっぷり

お造り７種盛り・・2200円

・定番の人気

お造り５種盛り・・1540円

・とりあえず

お造り３種盛り・・1100円

・サーモンとろお造り・990円
・鮪お造り・・・990円
・カンパチお造り・990円
・鯛お造り・・・・990円
・つぶ貝お造り・・990円
・たこぶつ・・・・990円
・サーモンお造り・990円
・イカのお造り・・990円
・ホタテお造り・・990円

お造り盛り



〜揚げ物・焼物〜 
天麩羅

・天ぷら盛り合わせ・・1320円
・野菜の天ぷら・・・・880円
・海老の天ぷら・・・・770円
・やりいか天ぷら・・・770円
・キス天ぷら・・・・・880円
・玉ねぎ天ぷら・・・・550円
・芋の天ぷら・・・・・550円

揚げ物

・ポテトフライ・・・・・440円
・ミニポテトフライ・・・275円
・カキフライ・・・・・・770円
・揚げ出し豆腐・・・・・550円
・若鳥唐揚げ５個・・・・660円
・ひねどりもも１本揚げ・660円
・唐揚げポテト・・・・・550円
・海鮮串カツ5本盛り・・1650円
・野菜串カツ5本盛り・・1100円

煮物

・鯛あら煮・・・・・660円
・アサリの酒蒸し・・770円
・カマ煮付け・・・・660円

酢の物

・えび酢・・・990円

・たこ酢・・・990円

・うざく・・・990円

※鰻ときゅうりの酢の物

焼き物

・カマ塩焼き・・660円
・鮭カマ塩焼き・660円
・鰻蒲焼・・・・1980円
・アサリバター・770円
・サザエ壺焼き・770円
・ひねどり塩焼き・660円
・牛ハラミおろしポン酢

　　　　　　・・・1100円
・白鳳卵だしまき・550円
・いか醤油焼き・・1100円
・ホタテバター・・1100円
・海鮮バター焼き・1500円
（ホタテ・海老・いか）

※混雑時は調理にお時間がかかります。



 
夏限定メニュー 

夏鍋・一品

・豆腐チゲ・・・880円

・鱧ちり・・・・2200円

・湯豆腐・・・・770円

・和牛タタキ・・1650円

・ひねスタミナ炒め

　　　　　　・・770円

うどん・そば

かけうどん・そば・・・550円　　ミニサイズ・・・330円

昆布うどん・そば・・・660円　　ミニサイズ・・・385円

きつねうどん・そば・・660円　　ミニサイズ・・・385円

月見うどん・そば・・・660円　　ミニサイズ・・・385円

肉うどん・そば・・・・990円　　ミニサイズ・・・660円

天ぷらうどん・そば・・880円　　ミニサイズ・・・550円

カレーうどん・そば・・990円　　ミニサイズ・・・660円

かすうどん・そば・・・990円　　ミニサイズ・・・660円

※うどんもそばも同じ釜で茹でています。

 
椀物 

赤出汁・・・440円

ぎょく赤・・550円

茶碗蒸し・・440円

あさり汁・・770円



セットメニュー

 
甘味（デザート） 

・白玉小豆アイス・・550円

・黒蜜きなこアイス・385円

・生チョコアイス・・385円

・手作り

　フレンチトースト・550円

（ハーフサイズ・・・330）

・白凰卵の自家製

　　　　　　プリン・330円

〜その１〜
・お造り３種盛り
・鮭かま塩焼き
・たこの酢の物
・豆腐サラダ（小）
価格　2200円

〜その２〜
・お造り５種盛り
・野菜の天婦羅盛り合わせ
・かま塩焼き
・海鮮サラダ（小）
価格　3520円

〜その３〜
・お造り５種盛り
・野菜の天ぷら盛り合わせ
・鯛あら煮
・豆腐サラダ（小）
価格　3300円

〜クノイチ〜
・野菜の天婦羅盛り合わせ
・海鮮カルパッチョ
・ミニポテト
・手毬寿司
・季節のおうどん
（冷うどん）（鍋焼きうどん）
・デザート
価格　2200円

ソフトクリーム
・抹茶
・バニラ
・ストロベリーバニラ
・チョコバニラ
　　　　　価格　275円

・気まぐれデザート・0円（無料）
（16時〜21時のみ）
※内容は聞かないでください



〜２階用メニュー〜 
一品

・もろきゅう・・・・385円

・味噌きゅうり・・・385円

・枝豆・・・・・・・440円

・マグロユッケ・・・990円

・刻みわさび・・・・330円

・ひねどり湯引きポン酢770円

・いくら付き出し・・1100円

・数の子付き出し・・1100円

・冷奴・・・・・・・440円

サラダ

・海鮮サラダ・・880円

・豆腐サラダ・・660円

※選べるドレッシング

『和風・青じそ・胡』

・海鮮カルパッチョ・880円

・サーモンカルパッチョ・880円

・鯛カルパッチョ・・・・990円

・マグロカルパッチョ・・990円

・生たこカルパッチョ・・880円

かけうどん・そば・・・550円　　ミニサイズ・・・330円
昆布うどん・そば・・・660円　　ミニサイズ・・・385円
きつねうどん・そば・・660円　　ミニサイズ・・・385円
月見うどん・そば・・・660円　　ミニサイズ・・・385円
肉うどん・そば・・・・990円　　ミニサイズ・・・660円
天ぷらうどん・そば・・880円　　ミニサイズ・・・550円
カレーうどん・そば・・990円　　ミニサイズ・・・660円
かすうどん・そば・・・990円　　ミニサイズ・・・660円
※うどんもそばも同じ釜で茹でています。

うどん・そば・腕物

・赤出汁・・・440円・ぎょく赤・・550円
・茶碗蒸し・・440円・あさり汁・・770円



〜2階用メニュー〜 

・天ぷら盛り合わせ・・1320円

揚げ物

・イカゲソ唐揚げ・・・・660円
・ポテトフライ・・・・・440円
・カキフライ・・・・・・770円
・揚げ出し豆腐・・・・・550円
・若鳥唐揚げ５個・・・・660円

煮物
・鯛あら煮・・・・・660円

酢の物

焼き物

・カマ塩焼き・・660円
・鰻蒲焼・・・・1980円
・ひねどり塩焼き・660円
・白鳳卵だしまき・550円

・えび酢・・・990円

・たこ酢・・・990円

・うざく・・・990円

※鰻ときゅうりの酢の物

お造り
・ボリュームたっぷり

お造り７種盛り・・2200円

・定番の人気

お造り５種盛り・・1540円

・とりあえず

お造り３種盛り・・1100円

・サーモンとろお造り・990円

・鮪お造り・・・990円

・カンパチお造り・990円

・鯛お造り・・・・990円

・つぶ貝お造り・・990円

・たこぶつ・・・・990円

・サーモンお造り・990円

・イカのお造り・・990円

・ホタテお造り・・990円



ご法事会席 
華コース　　　
3300円 

 
誠コース　　　
4400円 

 
寿コース　　　
5500円 

※１写真は「誠コース」になります。 
 
※２季節・仕入れにより内容 
　　変更いたします。 

２階に個室もございます。 

※お子様のお料理お気軽に 
　　ご相談ください。 

営業時間　：定休日　火曜日（不定期で月曜日）
月水木　　：11：00～14：00（ＬＯ）13：30
　　　　　　16：00～21：30（ＬＯ）21：00
金土日祝　：11：00～14：30（ＬＯ）14：00
　　　　　　16：00～22：00（ＬＯ）21：30

アルバイト・パート随時募集中
詳しくはいこ〜屋のHPにてご確認ください

ホールスタッフ　　　　　　キッチンスタッフ（17時～）
（接客、洗い物等）　（調理補助、簡単な仕込み、洗い物等）

時間　午前10時～14時
　　　午後17時～ラスト（高校生22時迄）

時給　900円～（研修期間、昇給あり）
　1日４時間～　「ガッツリ働きたい」など時間要望相談下さい。
　未経験者歓迎‼　お昼パートさん土日祝入れる方950円～

コース基本内容
（華コース）
・付出し
・お造り盛り
・天婦羅
・陶板焼き
（鍋物）
・お鮨５貫
・蒸し物
・甘味



いこ～屋　会席料理 

付だし　 
お造り盛り 
牛ハラミ陶板焼き 
天ぷら盛り　 
お寿司 
茶碗蒸し 
甘味 

付だし　 
お造り盛り 
牛ハラミ陶板焼き 
天ぷら盛り　 
酢の物 
お寿司　 
茶碗蒸し　 
甘味 

付だし　 
お造り盛り 
牛すき焼き又は鱧鍋  
天ぷら盛り　 
酢の物 
焼き物　　 
お寿司 
茶碗蒸し　 
甘味 

華コース3300円  誠コース　4400円  寿コース　5500円 

※仕入れ状況や季節により内容が一部変更する場合がございます  
※お持ち帰り単品は容器代金別途頂戴いたします。  

いこ～屋のお土産 
握り盛り合わせ 

一人前・・・1080円  
二人前・・・2160円  
三人前・・・3240円  
四人前・・・4320円  
五人前・・・5400円  

一人前・・・2160円  
二人前・・・4320円  
三人前・・・6480円  
四人前・・・8640円  
五人前・・・10800円  

上握り盛り合わせ 

海鮮バラちらし寿司・・1080円  

上海鮮ちらし寿司・・・・1944円   ホッキ貝サラダセット・・・864円  

うなぎの棒寿司・・・・・・1944円  

※お持ち帰りは、消費税８％で表示しております  



本日はご来店誠にありがとうございます。 
当店は毎朝、地元魚屋さんが市場より届けてくれる「鮮魚」や 
地元の食材などを使用した一品料理と広くてスペースのある 
テーブル席、お座敷が自慢のお店です。 
お寿司のネタは もちろん、シャリにもこだわり「赤酢」を使用する 
事で、ふっくらとし豊富な栄養素でまろやかでコクのあるシャリに 
仕上がります。 
 
 
一品料理、天ぷら、うどん等も 
地元食材を使用したり、サクッと揚がるように 
こだわり、出汁も毎朝当店でつくっております。 
 
 
また、当たり前ではございますが注文が 
入ってから調理いたしますので、混雑時など 
品物によってお時間がかかる場合がございます。 
悪しからずご了承ください。 
 
 
お客様のお席におきましても、広くスペースをとり、ごゆっくりと 
お食事を楽しんで頂けると同時に、各お席には衝立で間仕切り 
個室又は半個室で安心し、ご使用頂けると思います。 
２階にも個室がございますので、「法事」「宴会」でのご利用もお問い合
わせ下さい。 
 
従業員一同『笑顔・元気』を大切にし、「来て良かった、また来たい」と
思われるように努めて参りますので、宜しくお願い致します。 
 
ご意見・ご要望がございましたら、 

　　　　　　　店長　西坂　まで　何なりとお申し付けください。 


