
⼭幸 
【YAMASACHI】 

 
¥8,470 

（サービス料・消費税込み） 
 

◆⼭幸・・⼭幸とはコノハナサクヤヒメの三男のホオリノミコト。 
 ⼭のものを取るので「⼭幸彦」と呼ばれた。 

宮崎市の⻘島神社に祀られております。 
 

,   
 

季節の盛り合わせ 
Appetizer 

 
 シーザーサラダ 

Caesar Salad 
 

本⽇のスープ 
Today’s Soup 

 
旬の焼き野菜 
Grilled Vegetables 

 
 宮崎⽜ロース⾁のステーキ 

Miyazaki Beef Sirloin Steak 
 
 

宮崎⽜フィレ⾁ [＋2,200 円] 
Miyazaki Beef Fillet Steak 

 
 

パン 
Bread 

 
本⽇のデザート 

Today’s Dessert 
                                                                 

コーヒー ⼜は 宮崎⽶麹紅茶 
Coffee or Miyazaki Tea 



海幸 
【UMISACHI】 

 
¥10,285 

（サービス料・消費税込み） 
 

◆海幸・・・海幸とはコノハナサクヤヒメの⻑男のホデリノミコト。 
海のものを取るので「海幸彦」と呼ばれた。 

⽇南市北郷町に潮嶽（うしおだけ）神社に祀られいる。主祭神とする全国で唯⼀の神社です。    

 
 

季節の盛り合わせ 
Appetizer 

 
 シーザーサラダ 

Caesar Salad 
 

 本⽇の⿂料理と海⽼、帆⽴ 
 Today’s Fish & shrimp & scallops 

 
旬の焼き野菜 
Grilled Vegetables 

 
鮑のステーキ 

Abalone Steak 
 

パン 
Bread 

 
本⽇のデザート 

Today’s Dessert 
                                 
                   コーヒー ⼜は 宮崎⽶麹紅茶 

Coffee or Miyazaki Tea 
 
 
 
 

 



⽊花咲耶 
【KONOHANASAKUYA】 

 
¥12,100 

（サービス料・消費税込み） 
 

◆⽊花咲耶姫・・・⽇本神話に登場する⼥神。 
天照⼤神（アマテラス）の孫であるニニギノミコト（瓊瓊杵尊）の妻 

 オオヤマツミ（⼤⼭摘神）の娘で、姉にイワナガヒメ（⽯⻑⽐売）がいる。 
   ニニギノミコトの妻として、ホデリ（海幸彦）・ホスセリ・ホオリ（⼭幸彦）を⽣んだ。 

 

,   
 

季節の盛り合わせ 
Appetizer 

 
 シーザーサラダ 

Caesar Salad 
 

本⽇の⿂料理と海⽼、帆⽴ 
 Today’s Fish & shrimp & scallops 

 
旬の焼き野菜 
Grilled Vegetables 

 
宮崎⽜ロース⾁のステーキ 

Miyazaki Beef Sirloin Steak 
 
 

宮崎⽜フィレ⾁ [＋2,200 円] 
Miyazaki Beef Fillet Steak 

 
 

パン または 釜炊き御飯 または 特製ガーリックライス 
Bread or White rice or Garlic rice 

 
本⽇のデザート 

Today’s Dessert 
 

コーヒー ⼜は 宮崎⽶麹紅茶 
Coffee or Miyazaki Tea 

○宮崎⽜フィレ⾁へ変更できます。 

宮崎⽜フィレ⾁・・・2,160 円 



天照 
【AMATERASU】 

 
¥15,730 

（サービス料・消費税込み） 
 

◆天照・・・天照⼤御神（アマテラスオオミカミ）、⽇本神話に登場する太陽の神。 
⾼千穂の天岩⼾神社・天安河原が有名。 

  

 
 

季節の盛り合わせ 
Appetizer 

 
 シーザーサラダ 

Caesar Salad 
 

鮑の鉄板焼き 
Grille Abalone 

 
旬の焼き野菜 
Grilled Vegetables 

 
宮崎⽜ロース⾁とフィレ⾁のステーキをシェアで 

Miyazaki Beef Sirloin ＆ Fillet Steak 
 

パン または 釜炊き御飯 または 特製ガーリックライス 
Bread or White rice or Garlic rice 

 
⾚出汁・⾹の物 
Miso soup and Pickle 

 
本⽇のデザート 

Today’s Dessert 
 

コーヒー ⼜は 宮崎⽶麹紅茶 
Coffee or Miyazaki Tea 

 
 
 



夜神楽 
【YOKAGURA】 

¥18,755
（サービス料・消費税込み）

◆夜神楽・・・⾼千穂が主に有名。毎年 11 ⽉中旬から 2 ⽉上旬にかけて奉納される⺠族芸能
夜を徹して合計 33 番の舞が続く国の重要⽂化財。 

  宮崎県は神楽の宝庫、県内各地に３００を超える神楽が伝承されている。  

季節の盛り合わせ 
Appetizer 

シーザーサラダ
Caesar Salad 

伊勢海⽼の鉄板焼き 
Grilled Japanese spiny lobster 

旬の焼き野菜 
Grilled Vegetables 

宮崎⽜ロース⾁とフィレ⾁のステーキをシェアで 
Miyazaki Beef Sirloin ＆ Fillet Steak 

パン または 釜炊き御飯 または 特製ガーリックライス 
Bread or White rice or Garlic rice 

⾚出汁・⾹の物 
Miso soup and Pickle 

本⽇のデザート 
Today’s Dessert 

コーヒー ⼜は 宮崎⽶麹紅茶
Coffee or Miyazaki Tea 

※伊勢海老の仕入れの状況により、価格変更

または入荷できない場合もございます。



天孫降臨 
【TENSONKOURIN】 

¥24,200
（サービス料・消費税込み）

◆天孫降臨・・・天孫のニニギノミコトが葦原の中国を治めるために天降（あまくだ）ったこと。
ニニギノミコトは筑紫の⽇向（ひむか）の⾼千穂に降り⽴ったという、⽇本神話である。 
天孫降臨の地「⾼千穂町の⼭々」または「⾼原町の⾼千穂峰」の説があります。

※天孫とはアマテラスオオミカミの孫（ニニギノミコト）です。

季節の盛り合わせ 
Appetizer 

シーザーサラダ
Caesar Salad 

お造り 
Sashimi 

鮑の鉄板焼き 
Grille Abalone 

伊勢海⽼の鉄板焼き 
Grilled Japanese spiny lobster 

旬の焼き野菜 
Grilled Vegetables 

宮崎⽜上フィレ⾁のステーキ 
Miyazaki Beef Chateaubrian Steak 

パン または 釜炊き御飯 または 特製ガーリックライス 
Bread or White rice or Garlic rice 

⾚出汁・⾹の物 
Miso soup and Pickle 

本⽇のデザート 
Today’s Dessert 

コーヒー ⼜は 宮崎⽶麹紅茶
Coffee or Miyazaki Tea 

○宮崎県産⽜フィレ⾁へ変更できます。 

宮崎県産⽜フィレ⾁・・・2,160 円 

宮崎県産⽜上フィレ⾁・・・2,700 円〜



a la carte  menu 
【アラカルト】 

 
≪刺⾝≫ 
・刺⾝盛り合わせ           1,100 円〜 
・伊勢海⽼ 約 350ｇ（⼀尾）     11,000 円〜 
・鮑 約 100ｇ（⼀杯）        5,500 円〜 
≪焼物≫ 
・宮崎⽜フィレ⾁ 約 100ｇ      7,700 円〜 
・宮崎⽜ロース⾁ 約 100ｇ      6,600 円〜 
・伊勢海⽼ 約 350ｇ（⼀尾）     11,000 円〜 
・鮑 約 100ｇ（⼀杯）        5,500 円〜 
・本⽇の海鮮             1,650 円〜 
・焼き野菜               880 円 
・ベーコン              1,320 円 
・フォアグラ             2,200 円 
・ガーリックライス（⾚出汁・⾹の物付き）800 円 
・釜炊き御飯 [宮崎県産⽶]（⼀合〜）   550 円〜 

（⾚出汁・⾹の物付き） 
 

※価格は、サービス料・消費税込みでございます。 
 
※⼤きさや仕⼊れの状況により、価格変更の場合もございます。 

また、⼊荷できない場合もございますので御了承下さい。 


