くつろぎの空間で心休まるひとときを

ご予約制

提供時間

宴会プラン

ご予約および変更は

霧の蔵ブルワリーの

3日前までに
お願いします。

霧の蔵くつろぎプラン

【注意事項】
※飲み放題2時間制（ラストオーダー終了時間の20分前）
※お席は2時間制となります
※ご来店のお時間によっては、飲み放題を2時間お楽しみいただけない
場合がございます

メニュー提供期間：2021年11月1日〜2022年10月31日

※ラストオーダーは飲み放題終了時間の20分前です。
※飲み放題はグループ皆様でのご注文に限ります。
※同グループでコースの併用はできません
（ハンドルキーパーを除く）
。

〜スタンダードコース〜

ソフトドリンク

≪アルコール 飲み放題コース付き≫

料理8品

ディナー

2時間飲み放題コースもご用意！

コース料理とアルコール飲み放題コースのセットプラン！

◆お一人様

￥4,700

◆お一人様

ウーロン茶 ／ オレンジ ／ アップル ／ グレープフルーツ ／ カルピス
／ コーラ ／ ジンジャーエール ／ コーヒー ／ 紅茶 ／

ノンアルコールビール

お一人様

￥800

￥3,200

アルコール

【税抜価格 ￥2,909】

お品書き

霧の蔵くつろぎプラン
〜グレードアップコース〜

￥1,500

料理9品

プレミアム

◆前菜４種盛り ◆佐土原茄子のピリ辛麻婆 ◆茶碗蒸し
◆本日のお造り３種盛り ◆シーザーサラダ ◆油淋魚 ◆きなこ豚の
コンフィ ◆あんかけ炒飯 ◆デザート・フルーツの盛り合わせ

￥5,200

≪料理のみ≫

◆お一人様

お一人様

◆スープ ◆サラダ ◆お造り2種盛り
◆煮込みハンバーグ ◆海老フライ ◆唐揚げ
◆ポテト ◆ソーセージ ◆チャーハン ◆茶碗蒸し
◆デザート ◆ジュース
お一人様

◆お造り４種盛り

【対象】高校生以下のお子様
1グループ20名様迄

◆きなこ豚ビール煮 佐土原なす
◆宮崎牛サーロインステーキ温野菜添え

◆スープ ◆サラダ ◆海老フライ
◆さつま芋スティック ◆ハンバーグ ◆オムライス
◆デザート ◆ジュース

◆霧島鶏雑炊

◆ドリンク付き
お一人様

￥6,600

◆鶏雑炊 ◆本日のデザート ◆珈琲または紅茶
お一人様

〈お客様へのお願い〉
発熱、
だるさなどの症
状がある方は、ご来
場をご遠慮ください。

￥4,400

【税抜価格 ￥4,000】

※発熱の有無については、
備え付けの装置にてセルフ
チェックしていただけます。

和洋会席 〜 華〜
メインが宮崎牛ランプステーキ
からスペアリブのビール煮、

店内に空気除菌器具
を設 置し、定 期 的に
店内の換気を実施い
たします。

に変更となります。

1

人数に合わせた宴会会場あり
※ 席に限りがございます。

2

【税抜価格 ￥3,000】

幹事様必見!!

※数に限りがございます。 ※ プロジェクタ、スクリーンは有料です。

お問い合わせ・ご予約 【受付時間】9：00〜20：00

宮崎県都城市志比田町5480

手指の消毒にご協力
ください。

消毒液を使用し、
こま
めに店内を清掃いた
します。

一定距離確保のため
に座席等のレイアウ
トを調整いたします。

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、
内容の変更・もしくは営業時間の変更を行う場合がございます。詳細はホームページをご覧ください。

プロジェクタ、スクリーン、
ホワイトボード、ステージ、マイクの貸し出しあり

TEL
〒885-0093

￥3,300

ご来場時のマスク着用
をお願いいたします。

〈施設における主な取り組み〉

お造りが 4 種盛りから 3 種盛り

お一人様

￥770

【税抜価格 ￥700】

安 全・安 心に向けた取り組み

◆お造り４種盛り

◆宮崎牛ランプステーキ

￥1,320

お一人様
【対象】小学生以下のお子様

※写真はお子様会席です。

◆銀カレイのソテー〜トマト香草風味〜

※写真は和洋会席 〜雅〜です。

【税抜価格 ￥2,000】

◆スープ ◆ハンバーグ ◆からあげ ◆ポテト
◆ご飯 ◆デザート ◆ジュース

和洋会席 〜 雅 〜
◆季節の吸物

￥2,200

お一人様
【対象】中学生以下のお子様
1グループ10名様迄 【税抜価格 ￥1,200】

お子様セット

【税抜価格 ￥6,000】

◆茶碗蒸し

【税抜価格 ￥1,818】

お子様贅沢セット

◆真鯛・大海老 金霧島のナージュ

◆前菜３種盛り

￥2,000

お子様会席

尺ヤマメのマリネ・観音池ポーク生ハム〜

◆本日のデザート

霧島 ／ 芋麹焼酎 吉助
〈白〉
〈黒〉
〈赤〉
各種 ／ グラスワイン赤/白

スタンダードコースのカルパッチョサラダが本日のお造り３種盛り・シーザーサラダへ、
デザートの盛り合わせがデザート・フルー
ツの盛り合わせに変更となります。

◆茶碗蒸し

にプラス

留きりしま
〈白〉／ むぎ焼酎
「ほ」／「ほ」
グリーンラベル ／ ゴールドラベル

【グレードアップコースについて】

〜宮崎牛のローストタルタル仕立て・

◆季節のサラダ

飲み放題コース

飲み放題コース

KIRISHIMA BEER
（限定ビール）／ 特別蒸留きりしま
〈赤〉／ 特別蒸

￥3,700

和洋会席 〜宮崎牛と宮崎のうまいもの〜
◆土瓶蒸し

アルコール

【税抜価格 ￥1,364】

【税抜価格 ￥3,364】

【税抜価格 ￥4,727】

◆前菜

飲み放題コース

お一人様

お品書き

≪アルコール 飲み放題コース付き≫

【税抜価格 ￥727】

KIRISHIMA BEERシリーズ５種 ／ 霧島《宮崎限定》／ 白霧島 ／
黒霧島 ／ 赤霧島 ／ 茜霧島 ／ 黒霧島EX ／
霧島
「志比田工場原酒」／サワー ／ノンアルコールビール ／
ソフトドリンク（ウーロン茶、
オレンジ、
アップル、
グレープフルーツ、
カルピス、
コーラ、
ジンジャーエール、
コーヒー、
紅茶）

◆前菜 4 種盛り ◆佐土原茄子のピリ辛麻婆 ◆茶碗蒸し
◆カルパッチョサラダ ◆油淋魚 ◆きなこ豚のコンフィ
◆あんかけ炒飯 ◆デザート盛り合わせ

※写真は霧の蔵くつろぎプラン〜スタンダードコース〜です。
※4名盛りの例です。

飲み放題コース

【税抜価格 ￥4,273】

≪料理のみ≫

◆お一人様

11:00〜15:00 (L.O. 14:30)
17:00〜21:00 (L.O. 20:30)

ランチ

0986-21-8111

3

お子様用椅子、
車いすの無料貸し出しあり
※数に限りがございます。

●ご予約および変更は3日前までにお願いします。

4

テーブル椅子席あり、完全個室あり、
掘りごたつあり、広間あり
※ 席に限りがございます。

●会場によって収容人数が異なります。 ●その他、
ご要望等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
●食材調達の都合により内容が変わることがございます。 ●各プランの表示金額は、
お1人様の税込み料金です。
●当施設ご利用の際にお預かりするお客様の情報は、
当社の個人情報保護方針に沿ってお取り扱いいたします。

その他のメニュー・お部屋の詳細は
「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」
で検索！

▶ URL： https://www.kirishima-fg.jp

飲酒は20歳から。飲酒は適量を。飲酒運転は、法律で禁じられています。妊娠中や授乳期の飲酒はお控えください。

