
bowl of rice with sliced raw Sea foods(with Miso soup,pickles)

1,000円

ビーフカレー 950円 カツカレー（きなこ豚使用） 1,200円

curry and rice with deep-fried Pork cutlets(with vegetable salad)

Combo deep-fried fish(Bigeyed greeneye) with rice,Miso soup,pickles

mehikari-teishoku hiyajiru-teishoku
深海魚で脂ののった白身で揚げると骨も柔らかく食べられます 宮崎県の郷土料理　冷やした味噌を魚や豆腐をつぶしてご飯にかけて食べます

bowl of rice with sliced raw Bonito(with Miso soup,pickles)

Hiyajiru is a rice dish which is poured over with the chilled mixture of miso paste

and minced fish as the large part, several vegetables, sesame and others.

↓Hiyajiru is a locally produced cuisine of the Miyazaki prefecture in the Kyushu region↓

kaisen-don katsuo-don

jyako-don katsu-don

beef curry katsu curry 

beef curry and rice (with vegetable salad)

海鮮
か い せ ん

丼
ど ん

1,600円
季節などにより魚の種類が異なる場合がございます

「しらす」や「ちりめん」など言い方は地域によりますね おいしい「きなこ豚」を使用しています

じっくり煮込んでお子様でも安心して召し上がれます じっくり煮込んだカレーときなこ豚を使用しています

おいしい秘伝のたれに漬け込みました

かつお丼 1,000円

じゃこ丼 1,000円 きなこ豚　かつ丼

bowl of rice with Whitebait(with Miso soup,pickles) bowl of rice with deep-fried Pork cutlets(with Miso soup,pickles)

めひかり定食 1,200円 みやざき名物冷や汁定食 1,000円



季節などにより魚の種類が異なる場合がございます お酒のお供に

えびフライ単品 1,300円 チキン南蛮単品 800円

混雑時には調理の都合上、同じテーブルでも商品を提供する時間が異なる場
合がございますのでご了承ください

定食などの汁物、小鉢などの具材や器などは時期などにより　写真と異なり
ます

各種ごはん大盛り（100円増）できます

深海魚で脂ののった白身で揚げると骨も柔らかく食べられます

刺身単品 1,400円 鶏
と り

の炭火焼
す み び や き

単品 1,150円

当店のお米の産地はえびの産「ひのひかり」を使用しています

Charcoal fire firing chicken

tori no sumibiyaki

deep-fried prawns 

鬼の洗濯岩（干潮時にはっきり見られます）

定食・丼ぶり・カレーライスなど

raw fish

sashimi

ebifurai

deep-fried chicken

chicken nanban

Oni no sentaku iwa

 ごはん単品　200円  

味噌汁単品　200円 

rice only

Miso soup 

Plus 100yen,Extra size Rise

deep-fried fish(Bigeyed greeneye) 

mehikari

めひかり単品 １，０００円



Combo raw fish with rice,Miso soup,vegetable salad,pickles

青島内海獲れ

あおしま うちうみ とれ

明日葉
あ し た ば

うどん 700円

Ashitaba(Angelica)-Udon
地元内海で採れた明日葉（健康野菜）を使用しています

明日葉は八丈島が有名ですが、実は宮崎青島・内海地区でも栽培され
ています。この明日葉は青汁などの健康飲料などにも使用されている
食材です。明日葉の由来は、採ってもまた次の日に葉っぱが出るから
という言い伝えもあるようです。効能としては便秘防止や利尿・高血
圧予防・強壮作用があるとされ、緑黄色野菜としてミネラルやビタミ
ンも豊富なことから、近年健康食品として人気が高まっている。特徴的
な成分としては、カルコン類（キサントアンゲロール）やクマリン類
を含み、これらは抗菌作用を持つともいわれているようです。物産館
には粉末や茶葉も販売しており、明日葉ソフトクリームも大人気で
す！

1,350円

刺身定食 1,600円 みやざき名物
めいぶつチキン南蛮

な ん ば ん

定食
て い し ょ く

1,000円

お子様ランチ（ジュースつき） 800円

Combo raw fish and fish stewed in soy sauce with rice,Miso soup,pickles

煮魚定食 1,350円

Combo Charcoal fire firing chicken with rice,Miso soup,pickles

Combo deep-fried chicken with Japanese vinegar sauce and tartar sauce with rice,Miso soup,pickles

kids lunch with Orange juice,pudding

hot kneaded Angelica and wheat noodles(Udon)with Tempura(Angelica)

ebifurai-teishoku tori no sumibiyaki-teishoku

sashimi-teishoku chicken nanban-teishoku

nizakana-teishoku Okosama-lunch

Combo deep-fried prawns with rice,Miso soup,pickles

この大きさはボリューム満点 宮崎の郷土料理　もも焼きとも言います

季節などにより魚の種類が異なる場合がございます 宮崎では有名ですが南蛮酢の作り方で味もいろいろ

季節などにより魚の種類が異なる場合がございます

特製えびフライ定食 1,500円 みやざき名物
めいぶつ鶏

と り

の炭火焼
す み び や き

定食
て い し ょ く

大人の方も食べられます



伊勢海老刺身定食 期間限定伊勢海老塩焼き定食 期間限定

We are open 10:30a.m. ～ 15:00p.m
晴れの日は朝日がきれいに映ります

海
老
の
頭
は

海
老
汁
に
な
り
ま
す

伊勢海老汁定食
海老の頭は味噌汁にできます

ご
は
ん
と
お
漬
物
つ
い
て
ま
す

み
そ
汁
は
海
老
汁
で
は

あ
り
ま
せ
ん

Tax 8% included .pay in cash YEN only.Payment in advance

伊勢海老汁定食 期間限定

青島どれの伊勢海老をお楽しみ下さい

アルコール Alcohol
ハンドルキーパー様のご確認をさせて頂きます

combo raw Japanese spiny lobster with rice,Miso soup(Japanese spiny lobster),pickles

季節限定（9月解禁～数量限定）

ノンアルコール Non-alcohol

伊勢海老塩焼定食
伊勢海老刺身定食

ドリンク  drink

伊勢海老汁単品季節限定（9月解禁～数量限定）

伊勢海老各単品

ise ebi Miso soup-teishoku

季節限定（9月解禁～数量限定） 季節限定（9月解禁～数量限定）

combo grilled Japanese spiny lobster with salt with rice,Miso soup,pickles

ise ebi shioyaki-teishoku

combo raw Japanese spiny lobster with rice,Miso soup(Japanese spiny lobster),pickles

ise ebi sashimi-teishoku

伊勢海老料理

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＨＯＲＩＫＩＲＩ

アサヒスーパードライ（瓶）550円

アサヒスーパードライ（缶）350円

木挽ブルー（焼酎）600円

はじまり（発泡清酒）930円

Asahi beer(bottle)

Asahi beer(Can)

Kobiki-blue shocyu

Fizz refined sake(Hajimari)

アサヒドライゼロ　　200円 Non-alcohol Asahi beer

コーヒー（ホット・アイス） 300円

マンゴージュース 400円

日向夏ジュース 300円

オレンジジュース 300円

コカ・コーラ300円

coffee(Hot or Ice) 

Mango Juice

hyuganatsu Juice

Orange Juice

Coca-Cola

On the day when it was fine, the morning sun is very beautiful


