
Lunch menu
ランチメニュー(10:00～14:30)

おつまみ

特大 ¥1,040（税込 ¥1,123）

中 ¥700（税込 ¥756）

小 ¥480（税込 ¥518）

ミニ ¥320（税込 ¥345）

生ビール
とりあえず！

アサヒ スーパードライ ¥700（税込 ¥756）

キリン 一番搾り・クラシックラガー ¥700（税込 ¥756）

サッポロ エビスプレミアム ¥750（税込 ¥810)

サッポロ エビスプレミアムブラック ¥610（税込 ¥658)

瓶ビール

びん

枝豆 ¥430 (税込 ¥464)

冷奴 ¥550 (税込 ¥594)

キムチ ¥600 (税込 ¥648)

ポテト＆ソーセージ ¥900 (税込 ¥972)

めひかりの唐揚げ ¥1,000 (税込 ¥1,080)

真いかの沖漬け
¥1,600 (税込 ¥1,728)

イワシめんたい(一尾)

¥650(税込 ¥702）



大関 ¥520（税込 ¥561） 初御代 生酒 ¥760（税込 ¥820）

＜芋＞
霧島（白/黒/宮崎限定） 20度 ¥500（税込 ¥540）

日向木挽（白/黒/ブルー） 20度 ¥500（税込 ¥540）

天孫降臨 20度 ¥550（税込 ¥594）

庄三郎 25度 ¥600（税込 ¥648）

＜麦＞
平蔵 25度 ¥600（税込 ¥648）

くろうま長期貯蔵 25度 ¥630（税込 ¥680）

百年の孤独 40度（シングル) ¥900（税込 ¥972）

（ダブル） ¥1,800（税込 ¥1,944）

1合

クラブソーダ ¥300（税込 ¥324）

レモン ¥602（税込 ¥650）

Alcohol menu 
アルコール

シングル ¥550（税込 ¥594 ） ダブル ¥1,000（税込 ¥1,080）

フリージングハイボール ¥630（税込 ¥680）

アサヒ ドライゼロ ¥480（税込 ¥518）

キリン 零ICHI（ゼロイチ）¥480（税込 ¥518）

サッポロ プレミアムフリー ¥480（税込 ¥518）

サントリー オールフリー ¥480（税込 ¥518）

【ノンアルコールビール】

【日本酒】 【冷酒】

【ウイスキー】(ROYAL)

【酎ハイ】

【焼酎】

【炭酸水】

【ハイボール】



ホットコーヒー ¥400（税込 ¥432）

アイスコーヒー ¥450（税込 ¥486）

紅茶（レモン/ミルク/ストレート） ¥350（税込 ¥378）

アイスティ（レモン/ミルク/ストレート） ¥400（税込 ¥432）

カフェオーレ（ホット/アイス） ¥500（税込 ¥540）

トマトジュース ¥400（税込 ¥432）

マンゴージュース ¥400（税込 ¥432）

日向夏ドリンク ¥400（税込 ¥432）

レモンスカッシュ ¥400（税込 ¥432）

ジンジャエール ¥350（税込 ¥378）

アイスミルク （Ｓ） ¥300（税込 ¥324）

（Ｗ） ¥600（税込 ¥648）

ホットミルク ¥300（税込 ¥324）

コーラ （Ｓ） ¥350（税込 ¥378）

（Ｗ） ¥700（税込 ¥756）

ウーロン茶 （Ｓ） ¥300（税込 ¥324）

（Ｗ） ¥600（税込 ¥648）

コーラフロート ¥550（税込 ¥594）

コーヒーフロート ¥600（税込 ¥648）

アイスクリーム ¥400（税込 ¥432）

Softdrink menu 
ソフトドリンク

【ソフトドリンク】

【デザート】



Food menu 
宮崎牛

宮崎牛ステーキ
¥3,500(税込 ¥3,780）

（ライス・スープ・サラダ・デザート 付き）

宮崎牛すき焼き
¥2,900(税込 ¥3,132）

（ライス・たまご・漬物 付き）

※追加料金で、

ホットコーヒー ¥200(税込 ¥216）、

アイスコーヒー ¥230(税込 ¥248）をお付けできます。

宮 崎
名 物

宮 崎
名 物



石焼 妻じどり
¥1,800(税込 ¥1,944）

Food menu 
石焼

宮崎県西都市茶臼原産。
ストレスフリーな自然環境で飼育された

柔らかい肉質のメス鶏をお楽しみください！

宮 崎
名 物

SET 
MENU

おにぎりセット
(塩 or 梅 or おかか 1種類)

¥600(税込¥648）

ご飯セット
¥500(税込¥540）

石焼 豚バラ
¥1,100(税込 ¥1,188）

石焼 いか塩
¥1,200(税込 ¥1,296）



Food menu 
鉄板焼

豚キムチ
¥1,100(税込 ¥1,188）

ホルモン鉄板焼き
¥1,100(税込 ¥1,188）

ホルモン味噌焼きうどん ¥1,200(税込 ¥1,296）

SET 
MENU

おにぎりセット
(塩 or 梅 or おかか 1種類)

¥600(税込¥648）

ご飯セット
¥500(税込¥540）



キムチ(白菜＆でこん)

¥600(税込 ¥648）

※宮崎県の西側にある都城市や鹿児島県では、
大根のことを「でこん」といいます。

なすの一本漬け
¥600(税込 ¥648）

冷奴
¥550(税込 ¥594）

門川ちりめん
¥500(税込 ¥540）

※宮崎県門川町産のちりめん。
やっこさんのお供にどうぞ！

Food menu 
さっぱりメニュー

でこんサラダ
¥700(税込 ¥756）

※宮崎県の西側にある都城市や鹿児島県では、
大根のことを「でこん」といいます。

ステーキサラダ
¥1,200(税込 ¥1,296）



Food menu 
一品メニュー

ナスの味噌春巻き
¥850(税込 ¥918）

いかの唐揚げ
¥900(税込 ¥972）

ポテト＆ソーセージ
¥900(税込 ¥972）

真いかの沖漬け
¥1,600(税込 ¥1,728）

めひかりの唐揚げ
¥1,000(税込 ¥1,080）

※めひかりは、きれいな海洋深層水の中で育った深海魚。
宮崎県延岡市産のめひかりを使用。

イワシめんたい(一尾)
¥650(税込 ¥702）

※たぶん、やみつきになります(笑)



さつまあげ
¥900(税込 ¥972）

やわらか鶏ハツの唐揚げ
¥700(税込 ¥756）

※鶏ハツとは「鶏の心臓」をさします。
英語のheart(心臓)がなまったものが

語源とされています。

Food menu 
一品メニュー

サンマのポン酢和え
¥750(税込 ¥810）

マーボー豆腐
¥1,000(税込 ¥1,080）



お食事をされた方： ホットコーヒー ¥200(税込 ¥216）／ アイスコーヒー ¥230(税込 ¥248）

宮崎
名物

カツカレー(宮崎県産豚使用)

¥1,400(税込 ¥1,512）

（サラダ・フルーツ 付き）

とんこつラーメン
¥1,300(税込 ¥1,404）

（おにぎり 付き）

宮 崎
名 物

チキン南蛮(日南鶏)

¥1,300(税込 ¥1,404）

（ライス・みそ汁・フルーツ 付き）

Food menu 
お腹いっぱいメニュー



マグロ山かけ丼
¥1,500(税込 ¥1,620）

（みそ汁・フルーツ 付き）

Food menu 
お腹いっぱいメニュー

カツ丼(宮崎県産豚使用)

¥1,300(税込 ¥1,404）

（みそ汁・小鉢 付き）

鯛茶漬け
¥1,400(税込 ¥1,512）

ステーキ丼
¥1,500(税込 ¥1,620）

（サラダ・みそ汁 付き）

お食事をされた方： ホットコーヒー ¥200(税込 ¥216）／ アイスコーヒー ¥230(税込 ¥248）



カツサンド(宮崎県産豚使用)

¥1,400(税込 ¥1,512）

（サラダ・フルーツ・コーヒー 付き）

単品: ¥1,100(税込¥1,188）

ミックスサンド
¥1,300(税込 ¥1,404）

（サラダ・フルーツ・コーヒー 付き）

単品: ¥1,000(税込¥1,080）

お時間に余裕を持ってご注文ください

チーズハンバーグきのこソース
¥1,600(税込 ¥1,728)

(ライス・サラダ・スープ・フルーツ 付き）

お時間に余裕を持ってご注文ください

ミートスパゲティ
¥1,200(税込 ¥1,296）

(サラダ・フルーツ 付き）

Food menu 
お腹いっぱいメニュー

お食事をされた方： ホットコーヒー ¥200(税込 ¥216）／ アイスコーヒー ¥230(税込 ¥248）



釜揚げうどん・そば
（いなり 付き）

￥1,000(税込￥1,080）

ビーフカレー
（サラダ・フルーツ 付き）

¥1,200(税込 ¥1,296）

Food menu 
お腹いっぱいメニュー

しめさば寿司 ¥1,400(税込 ¥1,512）

（みそ汁 付き）

あぶり
さば寿司
出来ます

お食事をされた方： ホットコーヒー ¥200(税込 ¥216）／ アイスコーヒー ¥230(税込 ¥248）


