
 
 

 

 
食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。 

Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server. 

※表記価格に別途消費税 10％とサービス料 13％を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, exclusive of 10 % consumption tax and subject to 13 % service charge. 

 

 

アラカルト à la carte 
(10:30-21:30) 

 

 

     

ランチブッフェ lunch buffet 
(11:30-14:30) 

 

大人  / adult               2,400 

小学生 / children from 6 to 12 years      1,300 

幼児 / children from 3 to 5 years         700 

 

 

 

ディナーブッフェ dinner buffet 
(17:30-21:30) 

 

大人  / adult          4,400 

小学生 / children from 6 to 12 years      2,200 

幼児 / children from 3 to 5 years       1,200 

 

 

 

ワインバー  evening wine bar       1,900 
(17:30-21:30)

ドリンクフェアとしてワインバーをご用意いたしました。 

スパークリングワイン 1 種類、  白ワイン・赤ワイン各 

4 種類を日替わりでご用意いたします。 

ブッフェとご一緒にいかがでしょうか 

 

enjoy our free flow wine buffet  

with a daily selection of 9 wines  

(1 sparkling, 4 whites and 4 reds) 

for only 1,900 yen
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All prices are in Japanese Yen, exclusive of 10 % consumption tax and subject to 13 % service charge....... 

 

 
à la carte 

 

 
starters 
seafood salad 2,200 

healthy salad with locally-harvested seaweed and sea grape, tankan orange dressing 1,800 

superfood salad with garden greens, chia seed vinaigrette 1,300 

canapés of jamón serrano cured ham                         2,100 

cheese platter           1,900 

 

 

soups 
minestrone soup with locally-grown chicken  1,100 

soup of the day 900 

 

 

pasta, rice and sandwiches 
spaghetti with locally-harvested mushrooms and bacon 2,200 

spaghetti carbonara 1,800 

spaghetti peperoncino with seasonal vegetables 1,600 

 

saffron-flavored pilaf with seafood and vegetables 1,700 

chicken curry with locally-harvested mushrooms 1,800 

 

ham, cheese and egg sandwich 1,500 

American clubhouse sandwich 1,600 

BBLT burger with French fries 1,600 

 

 

seafood 
sautéed local fish, anchovies and herb butter 2,500 

sautéed hata grouper, saffron foam, assorted seasonal vegetables 3,000 

grilled swordfish and shrimps with Asian-inspired lemongrass sauce 3,300 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。 
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All prices are in Japanese Yen, exclusive of 10 % consumption tax and subject to 13 % service charge....... 

 

meat 
roasted chicken, cheese mushrooms                      2,400 

grilled locally-grown pork, charcutière sauce 3,400 

hamburg steak of Okinawan beef (180g), Japanese sauce 2,600 

veal scallop, Zingara sauce and side and seasonal vegetables 3,200 

 

Australian sirloin steak (200g), assorted steamed vegetables* 3,200 

Australian beef fillet (120g), assorted steamed vegetables* 3,200 

grilled Okinawan beef tenderloin (120g), fresh local mushrooms and steamed vegetables* 5,400 

 

*beef is served with your favourite sauce among:  

 mustard sauce 

 Japanese sauce 

 Madeira sauce 

 

 

vegetarian dishes 

assortment of roasted vegetables 1,300 

vegetable soup 900 

linguine with cherry tomatoes, avocado and rocket salad 1,600 

spinach pie with pumpkin and feta cheese 1,400 

 

 

seasonal fruit and dessert 

daily selection of seasonal fresh fruit 2,800 

half pineapple 1,000 

half papaya 1,200 

fruit salad 1,600 

 

dessert of the day 1,400 

passion fruit mousse glacée 800 

chocolate fondant with berry sauce 800 

your preferred cake from our daily assortment 700 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。 
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アラカルトメニュー 

 

前菜、サラダ 

シーフードのサラダ              2,200 

恩納村産海ぶどうともずくのサラダ               1,800 

スーパーフードと健康野菜のサラダチアシードドレッシング                  1,300 

スペイン産生ハム、ハモンセラーノのタルティーヌ        2,100 

各種チーズの盛り合わせ                 1,900 

 

 

スープ 

沖縄県産鶏入りミネストローネ                         1,100 

本日のポタージュスープ     900 

 

 

軽食 

 

沖縄産しめじとベーコンのスパゲッティポルチーニの香り                  2,200 

炭火焼職人のカルボナーラ 1,800 

野菜たっぷりペペロンチーノ 1,600 

 

シーフードのピラフ サフラン風味             1,700 

沖縄県産キノコ入りグリルチキンカレー                  1,800 

 

ハム・チーズ・タマゴのミックスサンドウィッチ 1,500 

アメリカンクラブハウスサンドウィッチ フライドポテトとトルティーヤ添え 1,600 

アクアベル特製牛肉100％パティと厚切りベーコンのハンバーガー     1,600 

 

 

お魚料理 

沖縄県産姫鯛のソテー季節の野菜添え アンチョビと大葉のバターソース                    2,500 

沖縄県産ミーバイ（ハタ）のソテー、サフランソース 3,000 

県産メカジキと有頭海老のグリルレモングラスのアジアンソース 3,300                          
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お肉料理 

チキンとキノコのチーズ焼き               2,400 

琉球金武アグーのグリル シャルキュトリーソース              3,400 

県産和牛（180ｇ）のハンバーグステーキ和風ソース 2,600 

仔牛ロース肉のエスカロップ（パン粉焼き）ザンガラソース 3,200 

 

オーストラリア産サーロインステーキ（200ｇ） 温野菜と県産紅芋添え 3,200 

オーストラリア産牛フィレ肉（120ｇ） 温野菜と県産紅芋添え 3,200 

沖縄県産黒毛和牛フィレ肉のグリル（120ｇ） 温野菜と県産キノコ添え 5,400 

〈ステーキのソースをお選び下さい。マスタードソース、和風ソース、マデラソース〉 

 

 

お野菜料理 

茄子、エリンギ、パプリカのマリネ サラダ仕立て                          1,300 

本日のベジタリアンポタージュスープ 900 

チェリートマトとアボカドのリングイーネ ルッコラ添え 1,600 

ほうれん草と南瓜のスパナコピタ 1,400 

 

 

フルーツ＆デザート 

カットフルーツの盛り合わせ 2,800 

パイナップル 1/2 1,000 

パパイヤ 1/2 1,200 

キューブカットのフレッシュフルーツサラダ 1,600 

 

シェフの一皿デザート                       1,400 

パッションフルーツのムースグラッセ 800 

フォンダンショコラベリーソース 800 

万座特製ケーキ各種 700 
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单品菜 

凉菜、沙拉 

海鲜沙拉                                                                              2,200 

冲绳县产海葡萄和海藻沙拉                                                              1,800 

超级食品蔬菜沙拉           1,300 

西班牙生火腿                                                                          2,100 

各式芝士拼盘                                                                          1,900 

 

特色汤 

鸡肉意大利汤     1,100 

今日特色浓汤                                                                            900 

 

速食 

县产菌菇培根意大利面                                                                  2,200 

培根鸡蛋奶油意大利面                                                                  1,800 

蒜香意大利面                                                                          1,600 

 

海鲜炒饭                                                                              1,700 

磨菇鸡肉咖哩                                                                          1,800 

鸡蛋火腿三明治                                                                        1,500 

美式三明治 薯条                                                                       1,600 

特色牛肉火腿汉堡                                                                      1,600 

                          

鱼类菜品 

嫩烤冲绳姬鲷                                                                          2,500 

嫩烤羽太鱼                                                                            3,000 

嫩烤鲜虾金枪鱼                                                                        3,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。 

Should you have any food allergies or special dietary requirements please inform your server. 

※表記価格に別途消費税 10％とサービス料 13％を加算させていただきます。 

All prices are in Japanese Yen, exclusive of 10 % consumption tax and subject to 13 % service charge....... 

 

肉类菜品 

嫩煎鸡肉 2,400 

嫩煎琉球猪肉 3,400 

嫩煎县产和牛汉堡排 2,600 

炸嫩牛排 3,200 

嫩煎澳洲牛腰排 3,200 

嫩煎澳洲牛里脊 3,200 

嫩煎冲绳黑毛和牛 5,400 

<请选择牛排调味酱。 欧风芥末酱、日式牛排酱、葡萄酒风调味酱> 

 

 

单品菜 

蔬菜餐品 

紫茄鸡腿菇沙拉 1,300 

本日特色素浓汤 900 

迷你番茄和牛油果意大利面 1,600 

南瓜菠菜烤饼 1,400 

 

 

水果＆甜点 

切块水果拼盘 2,800 

菠萝 半份 1,000 

木瓜 半份 1,200 

水果沙拉 1,600 

 

 

厨师特制甜点 1,400 

百香果姆斯 800 

香浓巧克力蛋糕 800 

万座特色糕点 700 


