
※ルームサービスご利用の場合
　 20％の追加料金を頂戴いたします。

※スープとサラダが付いてます。

【洋食】 -Western food-

写真が入ります

・ ハンバーグセット ￥1,280
Hamburg set

・ カツカレー ￥1,180
Cutlet curry

・ エビフライカレー ￥1,080
Shrimp fry curry

・ 帆立グラタン ￥1,280
Scallop gratin

・ 牛筋カレー ￥950
Beef muscle curry

・ カレーライス ￥680
Curry and rice

・ 帆立明太子スパゲティ ￥1,000
Scallachi & spicy cod roe spaghetti

・ 和風キノコパスタ ￥900
Japanese style mushroom pasta

・ 牛ステーキ定食 ￥2,980
Oumu production beef Steak set

・ 雄武カレー ￥1,200
Oumu production curry

￥1,080・ 牛筋煮込みセット
Beef muscle stew set

麺大盛り + 300円ご飯大盛り + 150円

・ カルボナーラ
Carbonara

￥1,000

・ オックステールシチュー ￥1,680
Oxtail stew

【一品料理】 -Ala Carte-

・ たこザンギ 　￥680
Deep-fried octopus

・ フライドポテト 　￥400
French fries

・ いか塩辛 　￥350
Salted squid

・ 枝豆 　￥300
Edamame

・ 帆立バター焼き ￥1,200
Butter grilled scallops

【お子様料理】 -Kids meal-

・ お子様ラーメン 　￥680
Children's ramen

・ お子様カレー 　￥680
Children's curry

※デザート付

・ 帆立刺身 ￥1,200
Scallop Sashimi

・ 鶏竜田揚げ ￥680
Chicken Deep fried

・ 油淋鶏定食 ￥1,280
Chinese-style fried chicken set

・ 石焼き麻婆豆腐定食 ￥1,180
Stone-baked Mabo tofu set

・ 担々麺 ￥980
Dandan noodles

ホテル 日の出岬　グランドメニュー
HOTEL HINODEMISAKI GRAND MENU

※ご飯物には味噌汁が付きます

【和食】 -WASHOKU-

・ イクラ丼 ￥2,800
Salmon roe don

・ 生姜焼き定食 ￥980
Ginger grilled set

・ 鶏竜田揚げ定食 ￥1,080
Chicken Deep fried set

・ カツ丼 ￥1,080
Fried pork cutlet don

・ 天ざるそば / うどん ￥1,380
Soba noodles in a hot soup on
a bamboo colander with tempura

・ ざるそば / うどん ￥680
Cold soba noodles/Coid udon

・ かけそば / うどん ￥680
・Soba noodles in a hot soup
・Udon a hot soup 

￥2,480・ イクラ帆立二種丼
Salmon roe & scallops don

￥1,380・ 帆立照り焼き丼
Scallop teriyaki don ￥850・ 韃靼そば

Dattan soba noodles

だったん

麺大盛り + 300円ご飯大盛り + 150円

・ 天丼 ￥1,280
Tempura don

キス・オクラ・エビ×２・ナス
生しいたけ

【中華】 -Chinese food-

￥700・ ラーメン （醤油 / 塩 / 味噌）

Ramen (Soy sauce / salt / miso)
・ 牛筋ラーメン（醤油 / 味噌） ￥850

Beef muscle ramen

・ 海鮮あんかけ焼きそば（塩味）￥1,380
Salted grilled fried noodles

・ 焼豚あんかけ焼きそば（醤油味）￥1,180
Grilled pork fried noodle
with soy sauce on top

￥1,280・ 海鮮あんかけ塩ラーメン
Seafood salt stir fried noodle
with sauce on top

麺大盛り + 300円

・ フカヒレラーメン ￥2,980
Shark fin ramen

・ 石焼き麻婆ラーメン ￥900
Stone-baked Mabo ramen

・ 黒酢酢豚定食 ￥1,280

Sweet and Sour Pork with Black Vinegar
ライス ・ スープ ・ ザーサイ ・ マンゴープリン付


