
 ぐっつり庵のおすすめは ・ ・ ・

新鮮な魚介類と七輪焼き、
豊富な種類の揚げ物です。

 Guttsuri-An's Recommendations

Fresh Seafood
BBQ
and

A variety of Deep-fried food

🌼 当店では16歳以上のお客様に付き出し（\330）をお出ししております。

\330 seating charge per adult with small food.

おしながき
MENU



BBQセット （車エビ・サザエ・ハマグリ・ホタテ・野菜） ¥2,000

BBQ combo (Alive prawn, Turban shell, Large clam, Scallop, Vegetable)

◆車エビ（生きてます✨） Prawn (Alive) ¥660

◆サザエ Turban shell (Sea snail) ¥640

◆赤海老（3尾） Prawn ¥500

◆塩サバ Salted mackerel ¥400

◆ はまぐり Large clam ¥300

◆ いか Squid ¥600

◆ ホタテ Scallop ¥550

◆ えいひれ Dried stingray fin ¥450

◆がんす Gansu (deep-fried fish cake) ¥330

◆鳥軟骨つくね串 Chicken meat ball ¥250

◆地鶏のほお葉味噌焼き Chicken w/ sweet miso ¥880

◆本日のお魚漁師焼とその他 ※ 本日のメニューを御覧ください。

Today's BBQ fish and seafood  (Please ask staff for details.)

   ※ 七輪焼きの際には、網代(\110）を頂きます。 \110 for a BBQ grid

七輪焼き
BBQ

得 



◆ 海老ボイル Boiled shrimp (precooked) ¥660

◆ アボカド明太子 Avocado & cod roe w/ mayo sauce¥600

◆ ホタルイカの沖漬け Firefly squid marinated on the spot ¥500

◆ 冷やしトマト Sliced tomato ¥400

◆ 枝豆 Edamame (Boiled green soybeans) ¥400

◆ タコのやわらか煮 Octopus boiled in soy sauce ¥880

◆ 冷ややっこ Tofu ¥350

◆ ねぎ塩やっこ Tofu with warmed leek oil ¥450

◆ 麻婆豆腐 Mapo tofu ¥550

◆ 海鮮たっぷりサラダ Seafood salad ¥1,500

◆ 海老サラダ Shrimp salad ¥980

◆ じゃことおこげのサラダ ¥880

Salad topped w/ dried baby sardines & crispy rice cracker

◆ だしオムレツ Omelet in Dashi soup ¥650

◆ ちりめんオムレツ明太ソース ¥900

Omelet with green onion and dried baby sardines topped with cod roe cream sauce

とりあえず
Something small

サラダ
Salad

エビボイル

エビサラダ

たまご
Egg

たこの柔らか煮



◆ 生ダコの天ぷら Octopus tempura ¥950

◆ 下足の天ぷら Squid arm tempura ¥750

◆ 天然海老の天ぷら Wild prawn tempura ¥1,280

◆ 天然海老のエビマヨ ¥1,280

Wild prawn tempura w/ sweet and sour mayo sauce

◆ はまぐりの天ぷら Large clam tempura ¥900

◆ 野菜の天ぷら盛り合わせ ¥600

Assorted vegetable tempura

◆ 天然海老のフライ Deep-fried Wild prawn ¥1,280

◆ おつまみとんかつ Deep-fried pork ¥600

◆ お魚のフライ （本日のメニューを御覧下さい）

Today's deep-fried fish (Please ask staff for details.)

◆ ごぼうのからあげ Deep-fried burdock root ¥450

◆ 里芋のからあげ Deep-fried Taro ¥450

◆ くじらの竜田揚げ Deep-fried whale ¥800

◆ 若鶏のからあげ（もも肉） Deep-fried chicken (thigh) ¥600

◆ 酢鶏（もも肉） Sweet and sour chicken (thigh) ¥700

天ぷら
Tempura

Deep-fried

w/ panko crumbs

生ダコの天ぷら

フライ
お魚のフライ

Other deep-fried food

あげもの
その他

くじらの竜田揚げ



◆ はまぐりの酒蒸し Sake-steamed large clam ¥900

◆ はまぐりの天ぷら Large clam tempura ¥900

◆ ホタテマヨネーズグラタン ¥650

◆ あさりの酒蒸し Sake-steamed short-necked clam ¥980

◆ あさりのバター蒸し Butter-steamed short-necked clam ¥980

◆ 海鮮丼 Rice topped with fresh seafood (Sashimi) ¥1,500

◆ タコ飯 Octopus rice ¥1,400

◆ 海鮮チャーハン Seafood fried rice ¥850

◆ 激辛チャーハン Spicy fried rice ¥750

◆ じゃこめし Jako meshi ¥580

(Steamed rice topped with dried baby sardines, grated radish and pickles)

◆ ライス Steamed rice ¥150

◆ 明太クリームパスタ Cod roe w/ cream sauce ¥1,280

◆ 本日のパスタ （本日のメニューをご覧ください。）

Today's spaghetti (Please ask staff for details.)

ご飯もの
Rice

あさりの酒蒸し

Scallop roasted w/ mayo & cheese

貝
Shellfish

チャーハン まぜまぜたこ飯

パスタ
Spaghetti



◆ バニラアイス Vanilla ¥350

◆ 大人のアイス Adult ice cream (Vanilla w/ sake) ¥400

◆ 他 Please ask staff for other flavors. ¥400

※ 営業時間17時～23時　定休日・水曜日

Business hours: 5pm-11pm　Closed on Wednesdays

※ 全席禁煙／屋外喫煙所あり

No smoking/Outside smoking space available

※ メニューは全て税込となっております。

Tax inclusive

※ クレジットカード払い可

Credit card accepted

アイス
Ice cream

感染症拡大防止にご協力下さい。

●会話時のマスク着用

●大声での会話の自粛

飲み放題付きコース（要予約）

●5500円（料理3850円・飲み放題1650円）

●飲み放題90分（お席は2時間）

●5名様より


