
 

 

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  

 

LUNCH 

TICKET 

MENU 

 



 

 

宮崎牛ミニハンバーグと温野菜 

のチーズフォンデュ 

￥2,380 ￥1,620 

859kcal 

■女性におすすめ Recommended for Ladies 

 

表示価格は全て税込み表示です。 

 

・パン or ライス スープ 付 

Cheese fondue～Warm vegetables and 

Minihamburger steak using Miyazaki-beef～ 

치즈 퐁듀 ~ 따뜻한 채소와 "미야자키 소"사용 

미니 햄버거 스테이크 ~ 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は￥760 です。 

LUNCH 

TICKET 

MEN

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。 

ブリの照り焼き 

 ・御飯 味噌汁 温豆腐 付 

912kcal 

Grilled fish lunch 

구운 생선 점심  

 



 

 

■料理長のおすすめ The Chef’s recommendation 

 

1152kcal 

宮崎牛のすき鍋膳 

 ・御飯 香の物 〆うどん 温泉卵 付 

Sukiyaki using ”Miyazaki-beef”  

미야자키 쇠고기를 사용한 스키야키 

 
￥3,780 

 
昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は￥2,160 です。 

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。 



 

 

■料理長のおすすめ The Chef’s recommendation 

 

ソーセージとブロッコリーの 

トマトクリームパスタ 

￥1,620 

四元豚のロースカツ膳 

 ・御飯 味噌汁 香の物付 

￥1,950 

885kcal 1008kcal 

 

表示価格は全て税込み表示です。 

 

・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。 

Sausage and broccoli with 

 tomato cream pasta. 

소시지와 토마토 크림 파스타와 브로콜리 

Pork loin cutlets set 

돼지  커틀릿 세트 

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。 

LUNCH 

TICKET 

MENU 




 

 

 

鴨南蛮そばと稲荷寿司 野菜と玉子のらーめん 

・麻婆豆腐付 

 

￥1,620 

706kcal 

■麺類 Noodle 

727kcal 

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。 

※鴨南蛮そば(単品)もできます。 

 
Duck Soba and Inari Sushi. 

오리 메밀과이나 리 초밥. 

 

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。 









うどんも 

選べます 

Vegetable and egg soup noodles. 

・Tofu and meat with spicy sauce 

야채와 계란 국수. 

마파 두부 

LUNCH 

TICKET 

MENU 


￥1,840 

※鴨南蛮そば(単品)は￥1,620 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。 

※鴨南蛮そば(単品)は 

追加料金はございません。 



 

 

ビーフカレー 

※カツカレーもできます。 

 
・薬味 付 

￥1,620 

※カツカレーは￥1,950 です。 

■定番メニュー Classic menu 

946kcal 

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。 

※カツカレーは追加料金￥330です。 

LUNCH 

TICKET 

MENU 



焼肉石焼ビビンバ 

￥2,160 

1525kcal 

・薬味 スープ 付 

Stone cooked bibimbap 

석재 비빔밥 요리 

 

昼食付きプラン（昼食券）をご利用のお客様 

追加料金は￥540 です。 

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。 



 

 

■おつまみ・一品料理 A la carte dish 

枝豆    ￥４３０ 
Green soybean 

완두콩 

 

とり皮の唐揚げ  ￥５４０ 
Deep-fried chicken skin 

닭 껍질 튀김 

 

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(大) Large  ￥２，１６０ 

        (小)Small   ￥１，３００ 
Charcoal 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 

 

樺太シシャモ   ￥７５０ 
Capelin barbecue grilled 

카펠린 바베큐 구이 

 

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 

 

鶏なんこつタレ焼  ￥７５０ 
Grilled chicken cartilage (barbecue sauce) 

구운 닭 연골(바베큐 소스) 

 

鶏せせりの塩だれ焼  ￥７５０ 
Grilled chicken (salt-based sauce) 

소금 브리의 소금 구이(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 

鶏の炭火焼(大) 



 

 

■ソフトドリンク Soft drink 

ホットコーヒー   ￥４７０ 

Hot coffee    핫 커피 

 

カフェオレ   ￥５２０ 

Cafe au lait    카페오레 

 

エスプレッソ   ￥４７０ 

Espresso      에스프레소 

 

カフェラテ   ￥５２０ 

Cafe latte      카페라테 

 

生絞りグレープフルーツ ￥８２０ 
Fresh squeezed grapefruit juice 

그레이프후르츠 쥬스 

 

生絞りオレンジジュース ￥８２０ 
Fresh squeezed orange juice 

오렌지 쥬스 

 

フルーツミックスジュース ￥８２０ 
Fruit juice  

후르츠 믹스 쥬스 

 

マンゴーミックスジュース ￥８２０ 
Mango mix juice 

망고 믹스 쥬스 

 

ソフトクリーム（バニラ/抹茶） 
Soft-serve ice cream Vanilla/   Green tea

소프트 아이스크림 바닐라/  녹차

￥４6０ 

 

紅茶（ミルク・レモン）  ￥４７０ 

Black tea (milk/ lemon)홍차 (밀크/레몬) 

 

ホットミルク   ￥４７０ 

Hot milk           핫 밀크 

 

ホットココア   ￥５２０ 

Hot chocolate       핫 코코아 

 

アイスコーヒー   ￥４７０ 

Iced coffee      아이스 커피 

 

アイスカフェオレ  ￥５２０ 

Iced café au lait   아이스 카페오레 

 

アイスティー   ￥４７０ 
Ice tea (milk/ lemon) 

아이스 티 (밀크.레몬) 

 

アイスミルク   ￥４7０ 

Iced milk        아이스 밀크 

 

アイスココア   ￥５７０ 

Iced chocolate   아이스 코코아 

 

ペプシコーラ   ￥４5０ 

Pepsi          펩시 콜라 

 

ウーロン茶   ￥４5０ 

Oolong tea      우롱차 

 

ジンジャーエール  ￥４5０ 

Ginger ale       진저에일 

 

HOT DRINK 

COLD DRINK 

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。 



 

BEER 

 

生大（ザ・プレミアム・モルツ）  ￥１，５３０ 

Beer (The Premium Malt's), Large size 

생맥주 L (프레미엄 몰츠) 

 

生中（ザ・プレミアム・モルツ）  ￥９００ 

Beer (The Premium Malt's), Medium size 

생맥주 M (프레미엄 몰츠) 

 

生小（ザ・プレミアム・モルツ）   ￥６９０ 

Beer (The Premium Malt's), Small size 

생맥주 S(프레미엄 몰츠) 

 

中瓶（ザ・プレミアム・モルツ）  ￥９００ 

Beer (The Premium Malt's), Bottle 

병맥주 M (프레미엄 몰츠) 

 

 

WHISKEY 

 

ローヤル(S)     ￥７１０ 

Royal  (S)   

로얄   (S) 

 

ローヤル(W)     ￥９３０ 

Royal  (W)   

로얄   (W) 

 

響 JAPANESE HARMONY(S)    ￥８４０ 

Hibiki  (S)  

영향   (S) 

 

響 JAPANESE HARMONY(W)  ￥１，１００ 

HIBIKI (W) 

영향  (W) 

 

 

■アルコール飲料 Alcoholic drink 

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。 

NON-ALCOHOLIC BEER 

 

オールフリー      ￥６４０ 

All Free 

올 프리 (논알콜) 

 

 

SAKE 

 
日本酒 千徳 金雫（一合） ￥７１０ 

Sake             (180ml)  

니혼슈            (180ml) 

 

冷酒 八海山   （一合） ￥９５０ 

Chilled sake     (180ml) 

니혼슈          (180ml) 

 

 

SHOCHU ＷITH SODA  

 
酎ハイ   (レモン・ライム) ￥７３０ 

Shochu with soda (lemon/ lime) 

츄하이 (레몬.라임) 

 

 

HIGHBALL 
 

ハイボール 

角    ￥７４０ 

Highball(Kaku） 

하이볼 (각) 

 

ハイボール 

響 JAPANESE HARMONY ￥９９０ 

Highball（Hibiki） 

하이볼(영향) 

 



 

 

■アルコール飲料 Alcoholic drink 

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。 

SHOCHU 

 

芋焼酎 

 

霧島  （白/黒）   グラス  ￥６６０ 

              一合  ￥８８０ 

 

霧島  （赤/茜）   グラス  ￥８４０ 

一合    ￥１，１２０ 

 

日向木挽（白/黒/青）  グラス ￥６６０ 

                一合 ￥８８０ 

 

 

麦焼酎  

 

日向の黒馬      グラス  ￥６６０ 

一合       ￥８８０ 

 

 

 

 

 

Sweet potato shochu      75ml ￥６６０ 

                       180ml ￥８８０ 

Barley shochu            75ml ￥６６０ 

                       180ml ￥８８０ 

 

고구마 소주              75ml ￥６６０ 

                       180ml ￥８８０ 

보리 소주                75ml ￥６６０ 

                       180ml ￥８８０ 

 

 

WINE 

 

ワイン（赤/白）   グラス  ￥６１０ 

        フルボトル ￥２，９４０ 

 

Wine(red/white)     glass ￥６１０ 

             bottle ￥２，９４０ 

 

와인(레드/화이트)    유리 ￥６１０ 

병 ￥２，９４０ 

 

 

BOTTLE KEEP 

芋焼酎 

 

霧島  （白/黒）     ￥３，６７０ 

             

霧島  （赤/茜）     ￥４，９００ 

 

日向木挽（白/黒/青）  ￥３，６７０ 

             

  

麦焼酎  

 

日向の黒馬        ￥３，６７０ 

  

  

ウィスキー 

 

響 JAPANESE HARMONY ￥１２，９６０ 

 

 

■ボトルの保管期間はキープ当日より 

 半年間とさせていただきます。 


