
コースがおすすめ！
スムーズにお料理を
お出しできます。

ご予約・お問い合わせ

2023年2月28日現在

◎営業時間／17：30～21：30（L.O／21：00）  ※鰯がなくなり次第終了。

◎定休日／日曜日（ただし連休の場合は最終の休日）  ※鰯の入荷がない日はお休み。

石川県金沢市片町1-7-13金沢・片町  いわし料理 鰯組 ☎076-224-1493

昨今、鰯の漁獲量がたいへん不安定になっており、グランドメニューの品数を減らしております。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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価格は税込です。

鰯の刺身 特上の鰯が入荷しなければおつくり出来ません。鰯の旨さを堪能できる一品。 1,100円　

鰯のたたき 山芋と長ネギ、万能ネギ、しょうがと和えました。お醤油か塩ゴマ油で。 1,100円   

鰯サラダユッケ 鰯とサラダを甘辛いごまじょうゆで和えて。 1,150円　

黒もずく 石川県の北部、奥能登の太もずく。しっかりした歯ごたえが特長です。 770円　

鰯の南蛮漬 唐揚げ鰯を南蛮酢でさっぱりと。  715円　

鰯のフライ サクサク、カリッと香ばしい衣とふっくらした身。
 鰯一匹分を3、4切れにしてあります。いしるマヨネーズで。 990円　

鰯梅しそ春まき 鰯と梅としその相性はバッチリ。さくさく食感。レモンを絞って。（6本入） 880円   

鰯つみれ鍋 鰯組の命の出し、身体に染み渡る滋味深いスープ。
 鰯のつみれと豆腐、熱々をお召し上がりください。 

990円　

鰯の塩焼 脂ののった鮮度のよい鰯を厳選。
 鰯のサイズによりお値段が変わります。スタッフにお声かけください。 

770～1,100円　

鰯明太焼 自家製、選りすぐりの鰯を明太子に漬けて焼きました。
 鰯のサイズによりお値段が変わります。スタッフにお声かけください。 

1,100～2,500円　

こんかいわし 北陸の保存食、鰯の糠漬け。しょっからいので少しづつお召し上がりください。 550円　
　

鰯のにぎり寿し 店主がヨシ！と思う鰯がないときは握りません。さばきたてを握ります。
 厳選した鰯の上品な脂はリピート間違いなし。 

1,100円　

鰯ばってら寿し 酢〆鰯の押しずし。生姜がアクセントです。 770円   

   お通し、鰯の南蛮漬、お造り、鰯つみれ鍋、鰯塩焼、ごはんもの
   ※お料理の内容は季節、その日の漁によって変更します。 3,850円　
   ※ご予約の場合は、ご希望の予算に応じてご用意させていただきます。

 おすすめの鰯コースです！当日でも承ります。

陸を中心に、鰯に合うものを取り揃えております。

鰯料理に合わせた北陸以外のお酒も店主が厳選しご用意しています。

SNSで
今日のおすすめ
発信中！
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Welcome to Iwashigumi!

Raw foods, Vinegared dish

Fresh sardine sasimi We can't make it unless the special sardine is in stock.
                                                            A dish where you can enjoy the deliciousness of sardines. 1,100 YEN

Chopped sardines Japanese yam, green onion, all-purpose green onion, and ginger. With soy sauce or salted sesame oil. 1,100 YEN

Iwashi salada yukhoe Raw sardines with Korean style hot and sweet sause. 1,150 YEN

Kuro Mozuku A seaweed served in a sweet and vinegary sauce. It is characterized by its firm texture. 770 YEN

Marineted sardines Refreshing deep-fried sardine with Nanban vinegar.A seaweed served in a sweet and vinegary sauce . 715 YEN

Sardine dishes course menu

Appetizer , Marineted sardines , Sardine sashimi , Sardine dumpling hot pot , Grilled sardine , Rice dish (depending on the day)

 Our menu possibly changes according to the season. 3,850 YEN
 If you make a reservation in advance,we will be very flexible upon your request and budget.

Recommended sardine course! 
We accept even on the day of the day.

MENU

Grilled dishes

Grilled sardines with salt  Carefully selected fatty and fresh sardines. 
                                                            The price changes depending on the size of the sardine. Please speak to the staff. 770 ～1,100 YEN

 
　

Grilled sardines with spicy codfish roe   Homemade, carefully selected sardines marinated in mentaiko and grilled. 
 The price changes depending on the size of the sardine. Please speak to the staff. 1,100 ～2,500 YEN

Konka Iwashi  Fermented sardines.(traditionally preserved local food from this area) 550 YEN

　

Fried dishes, Boiled dishes

Fried sardines  Crispy, crunchy and fragrant batter and plump body. 
                                                            With Ishiru mayonnaise.One sardine is cut into 3 or 4 pieces. 990 YEN

Sardine spring rolls The combination of sardine and plum is perfect. 
 The crunchiness will whet your appetite.Squeeze the lemon. 6 pieces. 880 YEN

Sardine dumpling hot pot   Hot pot with minced sardine balls and other vegetables. 990 YEN

Rice recipe dishes

Raw sardine sushi Squeeze carefully selected freshly cut sardines. When there is no special sardine, I don't grip it. 1,100 YEN

Battera sushi Marinated sardines on rice, wrapped in "tororo konbu"(ocean kelp) 770 YEN

Tax included

Japanese Sake and local sake
Many kinds of local sake is available which goes well with sardine dishes.
Also some outstanding sake from all over Japan is available that is carefully selected
by our owner chef who is licensed sake sommelier.(The drink menu is on the back.)

Kanazawa, Katamachi Sardine fish restaurant,Iwashigumi
Katamachi 1-7-13, Kanazawa City, Ishikawa prefecture
Business hour/ 17:30 ～ 21:30(Last order 21:00)
※ Sardine dishes will no longer be offered as soon as it runs out of stocks.
Sunday is regular closing day※ If a holiday falls on a Monday and it is the last day of consecutive holiday,
Sunday is open and Monday is closed instead.※ We will be temporarily closed, if fresh sardine is not available.

You can see the menu 
image on the Iwashigumi 

homepage.

https://iwashigumi.com/en/index.html
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