
 

 

当レストランのご利用について 

 

・ランチメニューはすべてサラダバーとドリンクバーが 

セットになっております。（おつまみメニューを除く） 

サラダ・ドリンクバーのみのご利用は別途料金を頂戴 

します。食事をされないお客様へのお取り分けはお断り 

しておりますので予めご了承下さい。 

 

・All lunch menu include appetizer, salad and drink bars.

（Except for the a la carte dish） 

Use of the salad and drink bars those who do not order 

the dish will charge an additional fee.  

 

  ・런치 메뉴는 전 메뉴 셀러드바, 드링크바가 세트로 되어 있습니다. 

(안주메뉴는 제외) 

   사라다바, 드링크바만 이용시는 별도요금 발생  되십니다. 

 



 

 

チキン南蛮 

￥1,620 

ビッグチキン南蛮バーガー 

 ・スープ付 

￥1950 

1251kcal 

■宮崎の名物料理 Miyazaki Local Cuisine 

1159kcal 

表示価格は全て税込み表示です。 

食物アレルギーがあるお客様はスタッフまでお知らせ下さい。 

・ごはん 味噌汁 香の物付 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金はございません。 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は￥330 です。 

Fried and marinated chicken, rice, 

miso soup 

치킨남방 정식 

 

Fried and marinated chicken burger 

치킨남방 햄버거 

 

 
 
 



 

 

ビーフシチュー温野菜添え 

￥2,590 

レディースランチ 
(帆立のムニエル・カプレーゼ) 

 
・スープ デザート付 

（季節により内容が変わります） 

￥1,840 

1308kcal 

■女性におすすめ Recommended for Ladies 

426kcal 

表示価格は全て税込み表示です。 

食物アレルギーがあるお客様はスタッフまでお知らせ下さい。 

・スープ パン又はライス付 

Beef stew,bread or rice,soup 

비프스튜, 바게트빵, 스프 

 

Grilled scallops with butter,Insalata 

Caprese  

구운 가리비 버터 구이  

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は￥220 です。 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は￥970 です。 



 

 

Price  ➤ 200ｇ  ¥2,950  昼食券付追加料金➤ ¥1,330 

サラダバー＆ドリンクバー・御飯・味噌汁付 

※写真は 300gです。 

American Angus beef sirloin steak 

アンガス牛 

サーロインステーキフェア 

赤身牛肉本来の旨味を味わえるアンガス牛サーロインステーキ。 

オリジナルソース、もしくはワサビでお召し上がり下さい。 

販売期間 

6/1～9/30 

  ➤ 300ｇ  ¥3,780  昼食券付追加料金➤ ¥2,160 



 

 

豚肉の生姜焼き 

￥1,840 

アンガス牛サーロインステーキ 

 

200ｇ ￥2,950 

300ｇ ￥3,780 

 

910kcal 

■料理長のおすすめ The Chef’s recommendation 

200g 1138kcal,300ｇ 1436kcal 

表示価格は全て税込み表示です。 

食物アレルギーがあるお客様はスタッフまでお知らせ下さい。 

・御飯 味噌汁 香物付 

Stir-fry pork with ginger 

돼지 고기 생강 구이 

 

 

 American Angus beef sirloin steak,rice,miso 
soup  

소고기등심스테이크(밥・된장국포함) 

 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は 200ｇ￥1,330 です。 

追加料金は 300ｇ￥2,160 です。 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は￥220 です。 

・御飯 味噌汁 香物付 



 

 

ペンネ ボンゴレロッソ 

￥1,620 

トマトとサラミのペペロンチーノ 

 ・スープ（季節により変わります）付 

￥1,620 

648kcal 

■パスタ Pasta 

760kcal 

表示価格は全て税込み表示です。 

食物アレルギーがあるお客様はスタッフまでお知らせ下さい。 

・スープ(季節により変わります)付 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金はございません。 

Tomato sauce penne pasta with clams 

조개와 토마토 소스 파스타 

 

 

 Spaghetti with tomato, garlic, oil, 

pepper  

토마토, 마늘, 기름, 후추가 들어간 

스파게티 

 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金はございません。 

 
 
 

 
 
 



 

 

海老天の冷やし明太おろしうどん 

￥1,620 

冷やし担担麺 

 
※辛さ控えめに仕上げておりますので 

お好みでラー油をご利用下さい。 

￥1,620 

599kcal 

■麺類 Noodle 

755kcal 

表示価格は全て税込み表示です。 

食物アレルギーがあるお客様はスタッフまでお知らせ下さい。 

・稲荷寿司付 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金はございません。 

Cold Udon noodles with tempura and 

seasoned cod roe 

냉장 튀김 우동 

Cold sesame soup-noodle with 

chili-oil 

냉장 탕탕면 

 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金はございません。 

昼食券 

メニュー 

 
 
 

そばも 

選べます 

 
 
 



 

 

￥1,620 

ビーフカレー 

 ・薬味付 

￥1,620 

■定番メニュー Classic menu 

946kcal 

表示価格は全て税込み表示です。 

食物アレルギーがあるお客様はスタッフまでお知らせ下さい。 

・御飯 味噌汁 香物付 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金はございません。 

Beef curry,garnishment 

비프카레 

 

 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金はございません。 

 
 
 

 
 
 

1289kcal 

鶏の唐揚げ油淋鶏ソース添え 

Fried cake of minced meat, rice, 

miso soup 

닭 튀김 

 

 



 

 

■おつまみ・一品料理 A la carte dish 

枝豆    ￥４３０ 
Green soybean 

완두콩 

 

牛すじ煮込み   ￥７５０ 
Stewed beef gristle 

소고기 조림 

 

牛蒡
ご ぼ う

の唐揚げ   ￥５４０ 
Deep fried burdock 

우엉 튀김 

 

ソーセージ盛合せ  ￥５４０ 
Assorted sausage 

모듬 소시지 

 

鶏の炭火焼     ￥１，３００ 
Ｇrilled chicken 

닭 숯불 구이 

 

さつま揚げ   ￥５４０ 
Deep fried minced fish meat 

어묵 

 

白菜キムチ   ￥４３０ 
Kimchee 

배추김치 

 

セロリ浅漬け   ￥４３０ 
Pickled celery 

샐러리 무침 

 

めひかり南蛮漬け  ￥７５０ 
Marinated deep-fried greeneye(fish) 

양념 튀김 생선 

 

めひかりの唐揚  ￥７５０ 
Deep-fried greeneye(fish) 

생선 튀김 

 

とり皮たれ焼   ￥７５０ 
Grilled chicken skin(barbecue sauce) 

닭껍데기 볶음(바베큐 소스) 

 

とり皮塩だれ焼  ￥７５０ 
Grilled chicken skin(salt-based sauce) 

닭껍데기 볶음(소금) 

 

表示価格は全て税込み表示です。 

食物アレルギーがあるお客様はスタッフまでお知らせ下さい。 

めひかりの南蛮漬け 

とり皮たれ焼 
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