
空木のこかげ [７月]  
 

〜特典・クーポン〜 
 

①  コース飲み放題特典 

＜内容＞ コースご予約の方 

飲み放題【90 分→120 分】に延長 

飲み放題【120 分→150 分】に延長 

＜条件＞ 毎日 O K、他クーポンと併用 O K 

 

②  コース予約特典 

＜内容＞ 3500、4000 円コースのご予約で 

コース料理に「馬刺し」を無料追加!! 

＜条件＞ 他クーポンと併用 O K 

 

③  誕生日などの記念日特典 

＜内容＞ 事前のご予約で「メッセージ入りデザートプ 

レート」を無料でサービス♪ 

＜条件＞ 単品・コース O K、他クーポンと併用 O K 
 
 
 
 



④  単品飲み放題特典 

＜内容＞ 単品でご注文の方 

【90 分→1200 円 120 分→1500 円】 

＜条件＞ 毎日 O K、他クーポンと併用 O K 

 

⑤  プレミアム単品飲み放題特典 

＜内容＞ 単品でご注文の方 

全メニューが飲み放題に!! 

【90 分→1500 円 120 分→1800 円】 

＜条件＞ 毎日 O K、他クーポンと併用 O K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●飲放 120 分付／150 種以上  

こかげの平日限定コース  3500 円(税込)  

 

１. こだわりの前菜２種 

２. 本日のお刺身４種盛り合わせ ー舟盛りー 

３. 鶏ささみと彩野菜のコブサラダ 

４. 小海老と南瓜クリームグラタン 

５. 大手羽先のネギ塩唐揚げ 

６. ハイポー豚ロースのステーキ ー特製塩でー 

７. 太刀魚の檸檬蒸し 

８. 鶏チャーシューの丼ぶり 

９. 三つ葉のお吸い物 

１０. 本日のデザート 

１１. コーヒー or 季節の銘茶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●飲放 120 分付／180 種以上  

こかげのおすすめコース  4000 円(税込)  
 
 

１. こだわりの前菜２種 

２. 本日のお刺身５種盛り合わせ ー舟盛りー 

３. 小海老とトマトの中華サラダ 

４. こかげの気まぐれオイル煮込み 

５. 豚バラ肉のミルフィーユカツ 

６. 鱚の冷製南蛮漬け 

７. 厳選!! 牛サガリのステーキ ー山椒おろし添えー 

８. 太刀魚と青梗菜の雲丹クリームソース 

９. 鹿児島名物!! あっさり鶏飯 

１０. 旬菜の茶碗蒸し 

１１. 本日のデザート 

１２. コーヒー or 季節の銘茶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●飲放 90 分付／180 種以上  

贅沢食材コース （本マグロ、五島豚、鱧、黒毛和牛、日向鶏、雲丹） 

5000 円(税込)  
 
 

[逸品] 雲丹の冷製茶碗蒸し 

[鮮魚] 本マグロ入りの豪華お造り盛り合わせ 

[藁焼] 長崎県産 五島豚の燻製食べ比べ 

[揚物] 鱧と万願寺とうがらしの天婦羅 

[箸休] 無花果のごま味噌和え 

[焼物] A3 黒毛和牛もも肉のステーキ 

[蒸物] 宮崎県産 日向鶏の朴葉蒸し 

[〆物] 海の幸たっぷりの押し寿司 

[甘味] 自家製わらび餅 

[食後] 季節の銘茶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



●飲放 90 分付／180 種以上  

海の幸堪能コース （本マグロ、天然鰤、烏賊、サザエ、帆立、 

太刀魚、鱧、白姫海老）   

6000 円(税込)  
 
 

[七輪] 烏賊一夜干しの七輪焼き 

[鮮魚] 本マグロ入りの豪華お造り盛り合わせ 

[燻製] 殻付き帆立とサザエの燻製 

[揚物] 太刀魚の菊花揚げ 

[箸休] 鱧の湯引き ー自家製 梅肉醤油ー 

[焼物] 南九州産 白姫海老の串焼き(2 尾) 

[煮物] 天然鰤と大根の煮物 

[〆物] 海の幸たっぷりの笹寿司 

[甘味] 自家製わらび餅 

[食後] 季節の銘茶 

 

 

 

 

 

 



●飲放 120 分付／150 種以上 [平日限定] 

3 種の出汁から選べる鍋付コース  3500 円(税込) 
 
 

１. こだわりの前菜２種 

２. 本日のお刺身４種盛り合わせ ー舟盛りー 

３. 鶏ささみと彩野菜のコブサラダ 

４. 小海老と南瓜クリームグラタン 

５. 大手羽先のネギ塩唐揚げ 

６. ３種から選べる出汁の【モツ鍋 or 鶏鍋】 

＜柑橘・特製醤油・黒胡麻坦々＞ 

７. 〆の麺 or 雑炊 

８. 自家製デザート 

９. コーヒー or ジャスミン茶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●飲放 120 分付／180 種以上  

3 種の出汁から選べる鍋付コース  4000 円(税込) 
 
 

１. こだわりの前菜２種 

２. 本日のお刺身５種盛り合わせ ー舟盛りー 

３. 小海老とトマトの中華サラダ 

４. こかげの気まぐれオイル煮込み 

５. 豚バラ肉のミルフィーユカツ 

６. 鱚の冷製南蛮漬け 

７. ３種から選べる出汁の【モツ鍋 or 鶏鍋】 

＜柑橘・特製醤油・黒胡麻坦々＞ 

８. 〆の麺 or 雑炊 

９. 自家製デザート 

１０. コーヒー or ジャスミン茶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●飲放 120 分付／180 種以上  

3 種の出汁から選べる鍋付コース  5000 円(税込) 
 
 

１.  雲丹の冷製茶碗蒸し 

２.  本マグロ入りの豪華お造り盛り合わせ 

３.  長崎県産 五島豚の燻製食べ比べ 

４.  鱧と万願寺とうがらしの天婦羅 

５. 無花果のごま味噌和え 

６. ３種から選べる出汁の【モツ鍋 or 鶏鍋】 

＜柑橘・特製醤油・黒胡麻坦々＞ 

７. 〆の麺 or 雑炊 

８. 自家製デザート 

９. コーヒー or ジャスミン茶 
 


