
空木のこかげ [1 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

刺身盛りを＋３種追加の「豪華盛り」に!!

＜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. 鶏ささみと彩り野菜の黒胡麻サラダ

４. 小海老とアボカドのグラタン ーバケット添えー

５. 国産鶏ハラミのフリット

６. ハイポー豚肩ロースの炭火焼き

７. 黄金カレイの幽庵蒸し

８. 自家製!! 中華風肉味噌丼ぶり

９. わさび菜の鶏がらスープ

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. キムチと彩り野菜の香味サラダ

４. 馬刺し２種盛り合わせ

５. 自家製オイルのきまぐれアヒージョ ーバケット添えー

６. ハイポー豚肩ロースの串カツ

７. 厳選!! 牛サガリのステーキ ー赤ワインソースー

８. 浅利とインカのめざめのクラムチャウダー

９. 煮穴子の出汁茶漬け

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

本マグロ、霧島豚、楚蟹、京生麩、黒毛和牛、天然河豚、マグレ鴨

の豪華高級食材コース

5000 円(税込)

[前菜] 海鮮の手毬寿司２種

[鮮魚] 本マグロ入りの豪華お造り盛り合わせ

[藁焼] 宮崎産 霧島豚の藁焼き

[揚物] 楚蟹のクリームコロッケ

[七輪] 京生麩の七輪焼き ー田楽味噌添えー

[焼物] A3黒毛和牛サーロインステーキ

[蒸物] 天然河豚と旬菜の陶板蒸し

[御飯] マグレ鴨の炊き込みご飯

[甘味] 季節の和菓子

[食後] 季節の銘茶



●飲放 90 分付／180 種以上

本マグロ、馬赤身、若松トマト、真鱈白子、京生麩、A4黒毛和牛、

天然河豚、マグレ鴨の豪華高級食材コース

6000 円(税込)

[前菜] 若松トマトと旬菜のチーズフォンデュ

[鮮魚] 本マグロ入りの豪華お造り盛り合わせ

[藁焼] 馬赤身肉の藁タタキ

[揚物] 真鱈白子の天婦羅

[七輪] 京生麩の七輪焼き ー田楽味噌添えー

[焼物] A4黒毛和牛サーロインステーキ

[蒸物] 天然河豚と旬菜の陶板蒸し

[御飯] マグレ鴨の炊き込みご飯

[甘味] 季節の和菓子

[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. 鶏ささみと彩り野菜の黒胡麻サラダ

４. 小海老とアボカドのグラタン ーバケット添えー

５. 国産鶏ハラミのフリット

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 季節の銘茶



●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. キムチと彩り野菜の香味サラダ

４. 馬刺し２種盛り合わせ

５. 自家製オイルのきまぐれアヒージョ ーバケット添えー

６. ハイポー豚肩ロースの串カツ

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 季節の銘茶



●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. 海鮮の手毬寿司２種

２. 本マグロ入りの豪華お造り盛り合わせ

３. 宮崎産 霧島豚の藁焼き

４. 楚蟹のクリームコロッケ

５. 京生麩の七輪焼き ー田楽味噌添えー

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 季節の銘茶


