
닭고기 회・다타키(겉만 살짝 익힌 요리)
Chicken sashimi (torisashi)

鶏の刺身

★어린이, 노령자, 임산부・몸상태가안좋으신분들은회는피해주시기바랍니다. 
お子様、お年寄り、妊娠中の方・体調不良な方は、お刺身はお控え下さい。

미야마특선닭 닭고기회 Our choice chicken 当店特選鶏のお刺身

닭다리살회 Chicken thighもも身・・・One servings一人前 ¥773 （¥850）

닭가슴살회 Chicken breastはね身 ・・・One servings一人前 ¥773 （¥850）

닭모래주머니 회Chicken gizzard砂肝 ・・・One servings一人前 ¥773 （¥850）

3색모둠(닭다리살, 가슴살, 모래주머니) Three assorted
(Chicken thigh ,Chicken breast ,Chicken gizzard )

3種類盛り （もも身、はね身、砂肝）

1인분 One servings 一人前 ¥837   （¥920）
2인분 One servings二人前 ¥1,637 （¥1,800）

가고시마현을대표하는브랜드토종닭
Kagoshima brand chicken-jidori 鹿児島ブランド地鶏

흑사쓰마닭의아부리타타키
Satsuma black chicken ( New brand of Kagoshima ) 
Broiled bashing of chicken sashimi ・・・One servings ¥1,290
黒さつま鶏（鹿児島の新ブランド） 炙りタタキ・・・一人前

저희가게의닭고기는국산의엄선된닭고기를사용하고있습니다. ＪＡＳ법으로정해져있는토종닭은사쓰마토종닭. 흑사쓰마닭뿐입니다. 

심혈을기울여만든닭회양념은창업이래줄어들때마다더붓는방식으로
이어왔으며, 숙성된단맛과감칠맛을초대의기리시마점에서부터계속해서
지켜오고있습니다. 

こだわりの刺身ダレは創業以降、継ぎ足して仕込まれ、熟成された甘さとコクを
初代霧島店から守り続けております。

当店の鶏肉は、国産の厳選した鶏肉を使用しております。ＪＡＳ法に定められている地鶏はさつま地鶏。黒さつま鶏のみとなります。

（¥1,419）



사쿠라지마 용암구이
Grilled by Sakurajima lava 桜島溶岩焼き

구이모둠 5종

Five assorted of grilled prime

・焼き盛り5種盛り合せ

하나를선택해주시기바랍니다.

Choose one どちらかお選びください

닭본연의감칠맛을살려주는특제소금

※저희가게의소금맛에는후추도포함되어
있습니다. 소금만으로간을하길바라시는
손님께서는주문하실때스텝에게말씀해
주세요.

Salty → Special salt with original taste
塩味
鶏本来のうま味を引き立たせる特製塩

마늘맛이나는간장베이스의양념. 깊은
맛이있는부드러운맛.

Sauce taste → Sauce of a garlic-
conditioned soy sauce-based.Strong and 
mellow taste. 
タレ味

ニンニクの効いた醤油ベースのタレ。コク
がありまろやかな味。

1인분One servings 一人前 ¥1,290（¥1,419）
2인분Two servings 二人前 ¥2,530(¥2,783）

돼지 Pork  豚

흑돼지삼겹살（가고시마현산）
Black pork belly (Kagoshima brand ) ・・・¥830（¥913）
黒豚バラ（鹿児島県産） Kurobuta bara

・흑돼지소세지 黒豚ウインナー Wiener
・・・¥755（¥830）

닭 Chicken   鶏
각종 1인분 (All One servings)各種お一人様分

・간 肝 -kimo ・・・¥760（¥836）
・닭모래주머니 砂肝 -sunagimo ・・・¥760（¥836）
・껍질 皮 -kawa ・・・¥760（¥836）
・심장 心臓 -shinzou ・・・¥760（¥836）
・연골軟骨 -nankotsu ・・・¥760（¥836）
・다리もも身 -momomi ・・・¥860（¥946）
・닭목살구이せせり焼き-seseriyaki ・・・¥860（¥946）

흑사쓰마닭

・양배추 キャベツ ・・・¥290（¥319）
・양파玉 ねぎ tamanegi ・・・¥340（¥374）
・고구마 さつまいも satsumaimo ・・・¥390（¥429）
・버섯エリンギ eringi ・・・¥410（¥451）
・야채세트 野菜盛り合わせ ・・・¥490（¥539）

야채등 Vegetables & others 野菜・他

고구마

소금맛 양념맛

・흑사쓰마닭黒さつま鶏 ・・・¥1,380（¥1,518）
kurosatuma dori



일품요리
One dish 一品料理

샐러드 Salad サラダ

소금에데친풋콩 Edamame 塩ゆで枝豆 ・・・¥320（¥352）

냉두부 Chilled tofu 冷やっこ ・・・¥380（¥418）

창란젓 Spicy Cod Innardsチャンジャ ・・・¥390（¥429）

직접만든된장오이 Cucumber pickled in miso 味噌キュウリ ・・・¥390（¥429）

흑돼지삼겹살연골조림 Stew of black pork cartilage黒豚軟骨の煮込み ・・・¥691（¥760）

구운껍질폰즈소스 Chicken skin with Ponzu sauce 炙り皮ポン酢 ・・・¥430（¥473）

사쓰마튀김 Fried fish balls さつま揚げ・・・¥630（¥693）

사쓰마튀김구운껍질폰즈소스흑돼지삼겹살연골조림

●냉토마토슬라이스 Cold tomato slice 冷製トマトスライス ・・・¥380（¥418）

●건강한두부샐러드 Healthy tofu salad ヘルシー豆腐サラダ ・・・¥650（¥715）

●미야마특선닭가슴살샐러드

Our choice chicken tender salad 当店特選鶏のササミサラダ ・・・¥650（¥715）

●엄선반숙시저샐러드

Caesar salad with hot spring egg温玉シーザーサラダ ・・・¥680（¥748）

엄선반숙시저샐러드건강한두부샐러드



튀김 Deep fried 揚げもの

면,밥 rice 飯

●가고시마현산쌀로만든밥 Rice (S) 白飯(小)

●가고시마현산쌀로만든밥(대) Rice (L) 白飯(大)

●엄선된계란의계란밥 A raw egg over rice 卵かけご飯

●특선닭육수미야마차즈케(닭육수를밥에부어먹는요리)

Boiled rice soaked with chicken soup 特選鶏ダシみやま茶漬け

●특제도리메시(소) Special Chicken rice (S) 特製とりめし(小)

●특제도리메시(닭고기덮밥) Special Chicken rice (L) 特製とりめし(大)

●엄선된계란의온천반숙계란 Hot spring egg 温泉卵

●특제닭메밀국수 Soba Noodles  さつま地鶏そば

●오야코동黒さつま鶏の親子丼

・・・¥180（¥198）

・・・¥260（¥286）

・・・¥380（¥418）

・・・¥620（¥682）

・・・¥480（¥528）

・・・¥750（¥825）

・・・¥110（¥121）

・・・¥710（¥781）

・・・￥1280（￥1408）

●마늘폭탄 Deep  fried garlic   ニンニク爆弾

●특제닭날개교자 Chicken Wing Dumplings  特製手羽ぎょうざ

●특제닭날개가라아게(튀김) Deep fried chicken Wing   特製手羽唐揚げ

●오이돈(가고시마사투리로 “나”라는의미 )튀김

Special deep fried chicken   おいどんの唐揚げ

●연골가라아게(연골튀김) Deep fried cartilage ヤゲン軟骨の唐揚げ

●미야마엄선치킨까스 Original chicken cutlet 当店こだわりチキンカツ

●가고시마현산흑돼지가라아게(튀김) Deep fried black pork  鹿児島県産黒豚の唐揚げ

●치킨남만Chicken Nanbanチキン南蛮 ・・・¥860（¥946）

・・・¥340（¥374）

・・・¥480（¥528）

・・・¥550（¥605）

・・・¥630（¥693）

・・・¥650（¥715）

・・・¥650（¥715）

・・・¥780（¥858）

미야마엄선치킨까스오이돈(가고시마사투리로“나”라는의미 )튀김



코스요리 Course menu コース料理

사쿠라지마코스

★코스요리주문은두분부터받습니다. 

・풋콩 Green soybeans 枝豆

・오늘의추천일품 Today‘s dish 本日の一品

・2색모둠（다리살、가슴살）

Two assorted Chicken thigh Chicken breast
(Chicken thigh Chicken breast ) 

刺身二種盛り（もも身、はね身）

・사쿠라지마용암구이소금4종

Grilled by Sakurajima lava    Salty  four dishes
桜島溶岩焼 塩味4種類

・사쿠라지마용암구이양념3종

Grilled by Sakurajima lava Sauce three dishes 
桜島溶岩焼 タレ味3種類

・작은접시요리 small bowl (snack) 小鉢

・ 오이돈(가고시마사투리로 “나”라는의미 )튀김

Special deep fried chicken   おいどんの唐揚げ

・마무리밥종류 Rice 〆の飯物

・풋콩 Green soybeans 枝豆

・오늘의추천일품Today's dish 本日の一品

・2색모둠（다리살、가슴살）

Two assorted Chicken thigh Chicken breast
刺身二種盛り（もも身、はね身）

・사쿠라지마용암구이소금4종

Grilled by Sakurajima lava     Salty four dishes
桜島溶岩焼 塩味4種類

・사쿠라지마용암구이양념3종

Grilled by Sakurajima lava Sauce three dishes
桜島溶岩焼 タレ味3種類

・토마토슬라이스 Cold tomato slice 冷製トマトスライス

・작은접시요리 small bowl (snack) 小鉢

・삼겹살구이 Gilled pork belly 黒豚バラ焼き

・오늘의추천요리 Today‘s recommended 本日のおすすめ

・ 오이돈(가고시마사투리로 “나”라는의미 )튀김

Special deep fried chicken   おいどんの唐揚げ

・마무리밥종류 Rice 〆の飯物

（¥2,750）
（¥3,300）

8종류 Miyama course (with 8 dishes)

코스요리 みやまコース（8品） ¥2,500

사쿠라지마코스 Sakurajima course

12종류(12 dishes)

桜島コース（12品） ¥3,000

코스내용은계절이나재료매입에따라다를경우가있습니다. 이해해주시기바랍니다. 상세한
것은스텝에게.

コース内容は、季節や仕入れによって異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。詳しくはスタッフまで。

＋1,500엔으로음료무한리필가능(생맥주
는 1잔만)

＋2000엔을하시면생맥도무한리필가능


