
青葉日本料理　お飲物リスト            ”青葉”日本餐廰 酒水，甜品譂

「アルコール　ドリンク」 「含酒精飲料類」

生ビール中（アサヒスーパードライ） ¥500 生啤酒朝日牌 ¥500

サツマゴールド（地ビール）３３０ｍｌ 700 薩摩黄金（本地産啤酒）330毫升 700

瓶ビール（アサヒ、キリン）　　　　　　　　　　　　　　570570 瓶装啤酒 （麒麟・朝日） 570

芋焼酎グラス（お湯割、水割） 310 红薯燒酒（鹿兒島白酒）１杯 310

芋焼酎5合瓶キープ 1950～ 红薯燒酒（鹿兒島白酒）９００毫升 1950～

サントリー角ハイボール 420 三得利威士忌"·角"級 加　蘇打水               420

酎ハイ 360 焼酎　加　蘇打水 410

鹿児島にごり梅酒（ロック。ソーダ） 410 鹿兒島梅酒（配冰塊或者蘇打） 410

にごり杏露酒（ロック、ソーダ） 410 杏露酒（配冰塊或者蘇打） 410

日本酒（剣菱）　　　　　　　　　　　 430 日本清酒（剣菱）　　　　　　　　　 430

日本酒　加茂鶴　南洲翁　純米酒３００ｍｌ 850 日本清酒　加茂鶴　南洲翁　純米酒３００ｍｌ　九州限定發賣 850

日本酒（冷酒）３００ｍｌ　じょっぱり、菊水辛口720 日本清酒（冷酒）３００ｍｌ　、菊水乾口味　 720

ノンアルコールビール（アサヒ・キリン）　　　　　　　360 無酒精啤酒(朝日、麒麟） 360

「ソフトドリンク」 「軟飲料和冰激淋」

ホットコーヒー 360 熱咖啡 360

オレンジ、コーラ・ウーロン茶・メロンソーダ 260 橘子水、可楽、烏龍茶，甜瓜蘇打水 260

アイスクリーム（抹茶・バニラ） 360 冰激淋 （緑茶、香子蘭） 360



「ご当地もの」 「指宿特産軟飲料和甜品」

そら豆アイスクリーム 400 蚕豆冰激淋 400

指宿温泉サイダー 380 指宿温泉汽水 380

指宿びわジュース（又はソーダ） 380 指宿枇杷汁或者蘇打 380

鹿児島パッションジュース（又はソーダ） 380 鹿兒島百香果汁 380

指宿マンゴージュース 480 指宿芒果汁 480

さつま芋プリン 380 地瓜布丁 380

指宿温泉汽水 蚕豆冰激淋 地瓜布丁 薩摩黄金        

（本地産啤酒）330毫升 
鹿兒島梅酒     

（配冰塊或者蘇打） 



地のもの料理 鹿兒島本地菜

「鹿児島地鶏」 「鹿兒島雞肉」
黒さつま鶏の刺身 ¥850 生雞肉片 850

黒さつま鶏ステーキ ¥980 鹿兒島烤雞肉片 980

若鶏のから揚げ ¥570 炸鹿兒岛雞塊 570

チキン南蛮 ¥700 炸鹿兒岛雞肉配醋酱汁 700

「地魚」 「本地海鮮類」

かつおのタタキ ¥670 鲣魚生魚片”叩”风味 670

ぶりのタタキ ¥880 魳魚生魚片”叩”风味 880

生雞肉片 鹿兒島烤雞肉片 魳魚生魚片”叩”风味 



「地のもの一品」 「鹿兒島逸品菜」

さつま揚げ ¥540 油炸魚糕 540

きびなごの天ぷら ¥500 小鯡魚天麩羅 500

きびなごの塩焼き ¥600 小鯡魚，桌子上您自己烤 600

烤小鲱魚 油炸魚糕 



日本料理”青葉”　『昼』メニュー 日本餐廰　·靑葉 菜單
日本餐厅  青叶 菜單

価格は全て税込です。 價格都已含稅

さつま六白黒豚のしゃぶしゃぶ 鹿兒島黑豬肉涮涮鍋 套餐
指宿市谷門農場産黒豚使用 ¥2,160 使用指宿市谷門農場黑豬肉　 ¥2,160

（但しお二人前より承ります） (請两位以上点) (一人份)
黒豚三枚肉、野菜、そば又は
ちゃんぽん麺 鹿耳島黑豬肉片、蔬菜盤、蕎麥麵或油麵

追加　肉のみ1、440(一人前）　　野菜盛り410（一人前）　　麺310（一人前） 單點:豬肉片 1440 蔬菜盤 410 麵 310 

おすすめ 主厨推薦
さつま六白黒豚のしゃぶしゃぶコース 鹿兒島黑豬肉涮涮鍋 豪華套餐

¥3,600 使用指宿市谷門農場黑豬肉　 ¥3,600
（但しお二人前より承ります） (請两位以上点) (一人份)

きびなご刺身、さつま揚げ、黒豚豚骨煮、しゃぶしゃぶ（黒豚 小鯡魚(沙丁魚)生魚片、炸魚丸、
三枚肉、野菜、そば又はちゃんぽん麺、デザート 薩摩風味肋骨肉、鹿兒島黑豬肉片、

蔬菜盤、蕎麥麵或油麵、甜品

黒豚カツ 鹿兒島黑豬肉炸豬排
指宿市谷門農場産黒豚使用 使用指宿市谷門農場黑豬肉　

黒豚ロースカツ定食　　　　　　 ¥1,420 炸豬腰肉套餐 (油脂多) ¥1,420

黒豚ヒレカツ定食　　　　　　 ¥1,420 炸豬里肌套餐 (油脂少) ¥1,420

鹿兒島黑豬肉涮涮鍋  炸猪腰肉套餐 鹿兒島黒猪（ 薩摩黒猪） 



料理長おすすめ郷土料理 主廚推薦傳統鹿兒島料理

カツオのタタキ定食 ¥1,180 炙燒鲣魚生魚片套餐 1,180

奄美けいはん定食 ¥1,000 1,000

黒酢チキン南蛮定食 ¥1,180 鹿兒島炸雞肉配醋醬汁 1,180

さつま黒豚ヒレカツ丼 ¥880 炸豬里肌丼飯 880

カツオのづけ丼 ¥740 鲣魚生魚片飯 740

奄美雞肉泡飯(雞肉絲，佐料，雞湯)

炙燒鲣魚生魚片套餐 
奄美雞肉泡飯(雞肉絲，佐料，雞湯) 

 鲣魚生魚片飯 

鹿兒島雞肉配醋醬汁 



指宿ご当地グルメ「温たまらん丼」 指宿道地特色料理

当店の「温たまらん丼」です 本店使用鹿兒島黑豬肉 

さつま芋レモン煮、汁物付 ¥900 檸檬醃地瓜，湯品 900

「温たまらん豚」 「韓式溫泉蛋豬肉湯」

黒豚軟骨の温玉チゲ鍋 ¥600 燉薩摩肋骨肉和溫泉蛋 600

セット（さつま芋レモン煮、ライス付 ¥900 燉薩摩肋骨肉和溫泉蛋(檸檬醃地瓜、白飯) 900

さつま定食 ¥1,780 薩摩風味套餐 1780
豚骨煮、きびなご刺身、さつま揚げ 燉薩摩肋骨肉、沙丁魚生魚片、
かつお腹皮の唐揚げ、さつま芋レモン煮、 炸鰹魚皮、檸檬醃地瓜、
茶碗蒸し、味噌汁、ご飯 茶碗蒸、味噌湯、白飯

 薩摩風味套餐 

指宿黑豬肉溫泉蛋飯 



黒豚アラカルト 鹿兒島黑猪肉

黒豚ロースとんかつ１３０ｇ ¥1,080 炸猪腰肉130克 1,080

黒豚ヒレとんかつ１３０ｇ ¥1,080 炸猪里脊肉130克 1,080

黒豚の角煮温玉添え ¥900 鹿兒島式東坡肉 配温泉雞蛋 900

黒豚トントロ焼き ¥640 烤薩摩豬脖子肉 600

黒豚の軟骨味噌煮 ¥540 味噌燉薩摩豬肋骨肉 540

薩摩黒毛和牛アラカルト 鹿兒島黑毛和牛

鹿児島黒毛和牛ステーキ ¥1,900 石板鹿兒島黒毛和牛烤肉 1,900

鹿兒島式東坡肉 配温泉雞蛋  烤薩摩豬脖子肉 



伝統の中華麺 傳統中華麵食

名物　特製黒豚ちゃんぽん ¥780 本店特色！什锦湯麵！ 780

そば・うどん 蕎麥麵/烏龍麵

海老天ぷらそば・うどん ¥800 炸明蝦蕎麥湯麵或烏龍湯麵 800

辛味大根そば ¥680 辣蘿蔔蕎麥麵 680

天ざるそば・うどん ¥820 天婦羅蕎麥麵或烏龍麵 820

ぶっかけ天そば・うどん ¥780 天婦羅蕎麥麵或烏龍麵 780

烤鰻魚盒飯        烤鰻魚丼飯 

指宿産うなぎ 指宿産鳗魚

うな重 ¥2,800 烤鰻魚盒飯 2,800

うな丼 ¥1,580 烤鰻魚丼飯 1,580

本店特色！什锦湯麵！ 天婦羅蕎麥麵或烏龍麵 炸明蝦蕎麥麵或烏龍麵 


