
※表示価格は全て税別となっております。
※Price excludes tax

水菓子とわらびもち　　　　　　　　　　　　   480 yen
Water sweets and Warabimochi

さつまいもアイスクリーム　                        380 yen
Sweet Potato Ice Cream

日向夏ソルベ　                                      380 yen
Hyuganatsu sorbet

Dessert

甘味・デザート

自家製肉味噌　チキンライス　                   580 yen
Homemade minced meat miso Chicken rice

野菜めし　　　　　　　　　　　　　　　　　   680 yen
Vegetable rice

ふかひれ雑炊　　　　　　　　　　　　　　　1,980 yen
Shark fin Porridge

ふかひれTKG 　　　　　　　　　　　　　   ふかひれTKG 　　　　　　　　　　　　　    3,980 yen
Shark fin or,raw egg on rice

Rice

〆・飯

ふかひれ竜田揚げ　　　　　　　　　　　　　　      時価
Shark fin fried as Tatsuta style

ふかひれとつくねの磯辺揚げ　　　　　　　　　1,180 yen
Fried Shark fin and Chicken mince ball in Isobe style

Fried dish

揚げ物

赤辛鶏手羽　　　　　　　　　　　　　　　　  980 yen
Red Hot Chicken Wing

３種鶏モツのニンニクバター焼き　　　　　　  980 yen
Grilled 3 kinds of chicken tripe with garlic butter

Grilled dish

焼き物

ふかひれ大根　　　　　　　　　　　　　　　 1,480 yen
Shark fin with Radish

ふかひれと手ごねつくねの煮込み　　　　　　 1,980 yen
Shark fin with Handmade Chicken Mince Ball

Stewed

煮込

さざく　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,380 yen
Pickeled Shark fin and cucumber

梅水晶　　　　　　　　　　　　　　　　　　   480 yen
Plum Crystal

自家製ピクルス　　　　　　　　　　　　　　   480 yen
Homemade Pickles

宮崎キムチ　　　　　　　　　　　　　　　宮崎キムチ　　　　　　　　　　　　　　　　   480 yen
Miyazaki Kimchi

漬物２種盛り　　　　　　　　　　　　　　　   480 yen
Assorted 2 Types of Pickles

Side Dish

おつまみ

CMSよだれ鶏　                                   　  980 yen
CMS Drool Chicken  

ぷるぷるSALAD～ジュレ～　                      980 yen
Jiggly salad~Jelly~

アボガドと低温調理ささみのタルタル　           980 yen
Avocado with Low Temperature Cooking of chicken tender Tartar

ガパオ on おっとうふ　                           ガパオ on おっとうふ　                              680 yen
Gapao on Tofu

もものタタキ　塩だれパクチーサラダ　           980 yen
Chicken Thigh Tataki with Salted cilantro Salad
※パクチーを水菜にも変更出来ます。
※Cilantro can replaced with mizuna

Appetizer・Salad

前菜・サラダ

ふかひれと骨付きとりもも肉の小鍋　　　　　 1,980yen
Shark fin and Chicken with Bones in a small pot

ふかひれとキムチの豆腐チゲ小鍋　　　　　　 1,980yen
Shark fin and Kimchi Tofu Jiggly in a small pot

野菜とキノコふかひれの小鍋（醤油味）　　　 1,980yen
Vegetable and Mushroom, Shark fin in a small pot (+soy sauce flavor)

※小鍋には当店おすすめむね肉のしゃぶしゃぶ（+1,000円）を※小鍋には当店おすすめむね肉のしゃぶしゃぶ（+1,000円）を
追加にてトッピング出来ます。
※Add shabu-shabu breast meat as a topping for +1,000(small pot only)

Small Pot

小鍋

宮崎県産若鶏水炊き　～単品～　※二人前より承ります。
（もも肉・ぶつ切り・むね肉・自家製つくね・野菜盛・そうめん）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  一人前4,500 yen
Miyazaki Pullet Mizutaki ※Minimum order for two
(chicken thigh,Chunk,Breast,Homemade mice ball,assorted vegetable,Somen)

For one person 4,500JPY

炊きふかひれ　～単品～炊きふかひれ　～単品～
（ふかひれ１枚・しゃぶしゃぶ用むね肉・そうめん）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000 yen
Shark fin Mizutaki
(1 Shark fin,Chicken Breast for Shabushabu,Somen)

Signiture dish(Mizutaki{hot pot})

名物 水炊き

Food
フード


