
ディナータイム 
 全  日  17：00 - 20：30  O.S 20：00 

 

 
RESTAURANT 

やまが 



人気No.1！！迷ったらコレ！！ 
 

天婦羅・刺身セット    ￥1,512 

 
・造り4種、天盛り、小鉢一品、香の物 
 ご飯、味噌汁、茶碗蒸し 

大分名物「とり天」付き！！ 
 

とり天・刺身セット    ￥1,512 

 
・造り4種、とり天、小鉢一品、香の物 
 御飯、味噌汁、茶碗蒸し 

人気のアラ炊き！！ 
 

アラ炊きセット      ￥1,512 

 
・アラ炊き、りゅうきゅう、小鉢一品 
 香の物、御飯、味噌汁、茶碗蒸し 

セットメニュー 

お造りとお肉がセットでお得！！ 
 

ミニ会席膳        ￥3,240 

・サラダ、アラ炊き、野菜天盛り 
 香の物、御飯、味噌汁、茶碗蒸し 
 ☆お造り3種、牛陶板焼き 
 
 ※お造りなしの場合は   ￥2,160 



味の濃い路地野菜をふんだんに 

山香サラダ      ￥ 648 

とりあえずの肴に 

院内ざる豆腐奴    ￥ 378 

日本酒と相性抜群 

イカ塩辛        ￥ 378 

単品メニュー 

特製味噌が癖になる 

温野菜バーニャカウダ ￥ 540 

大分の郷土料理 

杵築のりゅうきゅう   ￥ 540 

大人からお子様まで、みんな大好き 

茶椀蒸         ￥ 324 



☆ 新鮮なお刺身を山中で頂く贅沢 

本日のお造り     ￥1,620 

☆ お魚はアラが美味い 

鯛のアラ炊き     ￥ 864 

☆ 大分といえばコレ 

とり天        ￥ 648 

☆ ハイボールと？ビールと？ 

大分からあげ     ￥ 648 

☆ 旬の味を集めました 

天婦羅盛り合わせ   ￥1,080 

☆ 大分のブランド牛 

豊後牛陶板焼き 

      100g     ￥3,132 
      150g     ￥4,212 
      200g     ￥5,292 

※当ページの☆付きメニューは 

+432円で＜ご飯・汁物・香の物・茶碗蒸し＞をセットに 

することが出来ます。 



シシ肉の出汁がたまらない 

山の釜めし      ￥ 756 

プチプチ食感 

雑穀塩麹ご飯     ￥ 540 

牛とご飯のハーモニー 

和牛せいろご飯    ￥2,160 

海の幸を口いっぱいに 

海の釜めし      ￥ 756 

ご飯もの単品 

噛むほどに旨味のでるシャモ 

豊の軍鶏せいろご飯  ￥1,512 

杵築の名産 

杵築ハモせいろご飯  ￥1,512 

※釜めしは炊き上がりまでに30分程度お時間を頂くため 
19：30までのご注文締切とさせていただきます。予めご了承くださいませ。 

30分 

19：30まで 

30分 

19：30まで 

30分 

19：30まで 



 ソフトドリンク 

 ウーロン茶          ￥324 

 バヤリースオレンジ      ￥324 

 コーラ            ￥324 

 ジンジャーエール       ￥324 

 チューハイ 

 巨峰             ￥540 

 白桃             ￥540 

 レモン            ￥540 

 ウィスキー 

 シングル           ￥486 

 ダブル            ￥729 

 ハイボール 

 ハイボール          ￥432 

 ビール 

 アサヒ・キリン（瓶）     ￥734 

 アサヒ（生）         ￥670 

 アサヒドライゼロ       ￥432 

 梅酒 

 ちえびじん本格梅酒 

      150ml（ロック）  ￥864 

 ちえびじん本格梅酒 

      150ml（ソーダ）  ￥1,026 

お飲み物の持ち込みについて 

 ビール1ケース       ￥3,240 

 焼酎・日本酒（5合瓶）   ￥1,080 

       （1升瓶）   ￥2,160 

 ワインボトル1本      ￥   540 

 

 ※上記以外のお持込に関しては 

 お断りしております。 

ドリンクメニュー 



 焼酎 

 熱燗 
 ※⻄の横綱と呼ばれる銘酒 

 ⻄の関（甘口）     1合  ￥594 
 九重町 佐藤酒造 

 千羽鶴（辛口）     1合  ￥594 

 

 冷酒 
 ※山香 小野酒造 

 貴運久（辛口）     1合  ￥540 

 智恵美人 純米酒   300ml   ￥1,296 

 ちえびじん 純米酒   1合  ￥756 

 ちえびじん 純米吟醸山田錦 

             1合  ￥1,080 
 ※緒方町 浜嶋酒造（手造り槽しぼり） 

 鷹来屋 特別純米酒   1合  ￥864 
 国東町 萱島酒造（甘すぎず辛すぎずの絶妙バランス） 

 花ささら るり    300ml   ￥1,080 

 

 ノンアルコール 

 月桂冠000             ￥594 

 JA山香の甘酒           ￥324 

 ノンアルコール梅酒         ￥432 

 日本酒 

 ※山香のみろく酒造が造る「村おこし焼酎」 

 ⼗王（⻨）    1合    ￥540 

          ボトル  ￥2,700 

 ⼆階堂（⻨）   1合    ￥486 

          ボトル  ￥2,160 

 いいちこ（⻨）  1合    ￥486 

          ボトル  ￥2,160 

 ⿊霧島（芋）   1合    ￥486 

          ボトル  ￥2,160 

 ※杵築の中野酒造 クリアで深みのある味わい 

 ちえびじん    1合    ￥972 

  酒粕焼酎（米）ボトル   ￥3,780 

 ワイン 

 ※柔らかな渋み やや甘口 

 安心院ワイン ハーフ 赤    ￥1,620 

 ※フルーティー やや甘口 

 安心院ワイン ハーフ 白    ￥1,620 

 ※辛口 
 チリ産ワイン ハーフ   赤  ￥2,700 

 ※コクのある味わい 
 チリ産ワイン ハーフ   赤  ￥2,700 

 楽園ワイン グラス 赤・白   ￥648 

ドリンクメニュー 



 離れ かなごえ 

 ＜4名様まで＞ 

 ロッジ風の離れ客室。 

 ゆとりある客室でくつろぎの時間を 

 お過ごしください 

 離れ のこぎり 

 ＜8名様まで＞ 

 10畳の和室が⼆間のゆとりある客室。 

 ご家族やグループで過ごすのに最適な 

 お部屋です。 

 洋室 

 ＜2名様まで＞ 

 館内唯一、車いすでご利用いただけるお部屋。 

 客室内に備え付けられたお風呂も広く 

 入り口もフラット。 

 和室8畳 

 ＜3名様まで＞ 

 4.5帖の洋間が付いた和室のお部屋。 

 自然の景色を眺めながらのんびりと 

 お過ごし下さいませ。 

 和室10畳 

 ＜4名様まで＞ 

 落ち着いた雰囲気の和室。 

 お庭を眺めながらゆったりと 

 お過ごしいただけます 

 離れ いろり 

 ＜4名様まで＞ 

 いろりつきの雰囲気ある離れ客室。 

 お庭を眺めながら入浴できる 

 お風呂もお楽しみいただけます。 

空き状況・料金等 

お気軽にお問い合わせくださいませ 

風の郷 宿泊フロント 

ご宿泊案内 


