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・Please call In-room Dining to place an order.
・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 

particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Menus are subject to change without notice due to seasonality and availability of 
products.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.
・Images are samples only.

・ご注文は客室電話の「インルームダイニング」にてオペレーターが承ります。
・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
・画像はイメージです。

BREAKFAST MENU 朝食メニュー

American Breakfast | アメリカンブレックファースト
Continental Breakfast | コンチネンタルブレックファースト

ALL DAY MENU オールデイメニュー

Appetizers and Salads | 前菜・サラダ
Soups | スープ
Sandwiches, Burgers and Pizzas | サンドウィッチ・ハンバーガー・ピザ
Pastas and Rice Dishes | パスタ・お米料理
Fish Dishes | お魚料理
Meat Dishes | お肉料理
Chinese Cuisine | 中華料理
Kid's plate | お子様プレート
Desserts | デザート
Light Meals | 軽食
Japanese Cuisine | 日本料理

NIGHT MENU ナイトメニュー

Appetizers and light bites | 前菜・軽食
Soup, Sandwiches and Burgers | スープ・サンドウィッチ・ハンバーガー
Main dishes and pasta | メインディッシュ・パスタ
Desserts and cheese | デザート・チーズ

3
4

5
5
5
6
6
6
7
7
7
9
9

10
10
10
10

DRINK MENU ドリンクメニュー

Bottled Beer （Small）| ビール（小瓶）
Awamori | 泡盛
Wine | ワイン
Soft Drinks | ソフトドリンク

12
12
12
12

ALLERGENS アレルギー

Vegetarian
ベジタリアン

Gluten Free
グルテンフリー

Contains Eggs
卵を含む

Contains Beef
牛肉を含む

Contains Seafood
シーフードを含む

Contains Nuts
ナッツ類を含む

Dairy
乳製品

Contains Pork
豚肉を含む

Contains Alcohol
アルコールを含む
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AMERICAN BREAKFAST 

Your Choice of Chilled Juice
Orange, Grapefruit, or Tomato

Assorted Bakeries

Two Eggs Cooked Any Style with 
Your Choice of Three Side Dishes

Scrambled, Omelet （whole or white only）, 
Sunny Side Up, Over Easy, Poached, Boiled 
and Slow Cooked

Bacon, Mozuku Sausages or Pork Sausages,
Red Potato, Local Vegetables or Sautéed 
Tomato

Your Choice of Cereal and Milk

Cornflakes, Rice Cereal, Fruit Granola,
Sugar-free Crispy Muesli,
All-bran or Chocolate Cereal
Milk: Whole, Low-Fat, or Soybean

Fresh Fruits

Your Choice of Drink

Freshly Brewed Regular or Decaffeinated 
Coffee, Earl Grey, Royal Darjeeling, English 
Breakfast Tea, Chamomile, Moon Fruit 
Black Tea, Rich Hot Chocolate

¥4,600 アメリカンブレックファースト

お好みのジュース
オレンジ、グレープフルーツまたはトマト

ベーカリーセレクション

卵2個をお好みのスタイルで、3種の付け合わせを添えて

卵料理のスタイルをお選びください：

スクランブルエッグ、プレーンまたはホワイトオムレツ、
目玉焼き （サニーサイドアップまたはオーバーイージー）、
ポーチドエッグ、ゆで卵、温泉卵

付け合わせを3種お選びください：

ベーコン、モズクソーセージ、ポークソーセージ、紅芋、
島野菜またはトマトソテー

シリアルとミルク（それぞれいずれか１つお選びください）

コーンフレーク、ライスクリスピー、フルーツグラノーラ、
ノンシュガーミューズリー、
オールブランまたはチョコクリスピー
ご一緒に：牛乳、低脂肪乳または豆乳

季節のフルーツ

お飲物（いずれか１つお選びください）

挽きたてコーヒー、カフェインレスコーヒー、アールグレイ、
ロイヤルダージリン、イングリッシュブレックファーストティー、
カモミール、ムーンフルーツブラックティー、ホットチョコレート

¥4,600

BREAKFAST MENU 朝食メニュー
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・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
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CONTINENTAL BREAKFAST
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APPETIZERS AND SALADS

Daily selection of international tapas

Selected Chinese appetizers 

Caesar salad with Okinawan sea 
grapes

Italian style salad of mozzarella
and vine ripened tomatoes 

Seasonal Salad of locally grown
vegetables

SOUPS

Soup of the day

Minestrone soup 

Chinese soup of the day

SANDWICHES, BURGERS, AND PIZZAS

Mixed Sandwich with ham, cheese, 
egg, lettuce, and tomato with chips

Club sandwich of chicken and bacon
with French fries

Toasted sandwhich of ham, cheese
and tomato with tortillas

Hamburger with a beef patty,
thick cut bacon and French fries

Margherita pizza

Quattro formaggi pizza

¥2,500

¥1,500

¥1,400

¥1,200

¥800

¥800

¥800

¥1,000

¥1,200

¥1,600

¥1,500

¥1,800

¥1,800

¥1,800

前菜・サラダ

本日の前菜盛り合わせ　5点盛り

中華前菜盛り合わせ　3点盛り

ハンダマと葉野菜のシーザーサラダ　
海ブドウ添え

トマトとモツァレラチーズのカプレーゼ

沖縄県産野菜を使った季節のサラダ

スープ

本日のスープ

ミネストローネ

中華スープ

サンドウィッチ・ハンバーガー・ピザ

ミックスサンドウィッチ
ポテトチップス添え

アメリカンクラブハウスサンドウィッチ
フレンチフライ添え

ホットサンド(ハム・チーズ・トマト)
トルティーヤ添え

牛肉100％パティと厚切りベーコンのハンバーガー

マルゲリータピザ

クアトロフォルマッジピザ

¥2,500

¥1,500

¥1,400

¥1,200

¥800

¥800

¥800

¥1,000

¥1,200

¥1,600

¥1,500

¥1,800

¥1,800

¥1,800

ALL DAY MENU オールデイメニュー

11:00am-10:00pm

ALL DAY MENU オールデイメニュー

MAIN

PASTA AND RICE DISHES

Pasta with Okinawan shrimp, seafood, 
and tomato sauce

Porcini-flavored pasta with Okinawan 
shimeji mushrooms and bacon

Fettucine Bolognese with parmesan

Japanese omelette rice with beef stew 
sauce

Curry and rice with grilled Australian 
beef sirloin steak

FISH DISHES

Aqua Pazza with Okinawan sea 
bream and seafood

Grilled Okinawan swordfish with 
seared scallops

Pan-fried salmon and shrimps with a 
creamy sea lettuce sauce

MEAT DISHES

Ishigaki Misaki beef hamburger steak

Grilled Okinawan Agu pork loin
with a mustard and wine sauce

Sauteed beef fillet & mushrooms 
bound in a creamy beef sauce, garlic rice

Japanese Wagyu sirloin steak,
grilled vegetables and a sweet wine sauce

¥2,200

¥1,800

¥1,800

¥2,200

¥2,800

¥2,500

¥2,300

¥2,100

¥3,200

¥3,200

¥2,800

¥7,800

メイン

パスタ・お米料理

沖縄県産車エビと魚介類のペスカトーレ

沖縄県産しめじとベーコンのポルチーニ香るパスタ

ボロネーゼ　フェットチーネ

オムライス　ビーフシチューソース

牛ロースステーキカレー

お魚料理

沖縄県産真鯛と魚介類のアクアパッツァ

沖縄県産カジキとホタテ貝柱のグリル

サーモンと有頭海老のポワレ
アーサ入りヴァンブランソース

お肉料理

石垣産美崎牛のハンバーグステーキ

沖縄あぐー豚ロースのグリル
シャルキュティエールソース

牛フィレ肉のストロガノフ
ガーリックライス添え

国産和牛サーロインステーキ（200ｇ）

¥2,200

¥1,800

¥1,800

¥2,200

¥2,800

¥2,500

¥2,300

¥2,100

¥3,200

¥3,200

¥2,800

¥7,800

11:00am-10:00pm
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ALL DAY MENU オールデイメニュー

11:00am-10:00pm

ALL DAY MENU オールデイメニュー

MAIN

PASTA AND RICE DISHES

Pasta with Okinawan shrimp, seafood, 
and tomato sauce

Porcini-flavored pasta with Okinawan 
shimeji mushrooms and bacon

Fettucine Bolognese with parmesan

Japanese omelette rice with beef stew 
sauce

Curry and rice with grilled Australian 
beef sirloin steak

FISH DISHES

Aqua Pazza with Okinawan sea 
bream and seafood

Grilled Okinawan swordfish with 
seared scallops

Pan-fried salmon and shrimps with a 
creamy sea lettuce sauce

MEAT DISHES

Ishigaki Misaki beef hamburger steak

Grilled Okinawan Agu pork loin
with a mustard and wine sauce

Sauteed beef fillet & mushrooms 
bound in a creamy beef sauce, garlic rice

Japanese Wagyu sirloin steak,
grilled vegetables and a sweet wine sauce

¥2,200

¥1,800

¥1,800

¥2,200

¥2,800

¥2,500

¥2,300

¥2,100

¥3,200

¥3,200

¥2,800

¥7,800

メイン

パスタ・お米料理

沖縄県産車エビと魚介類のペスカトーレ

沖縄県産しめじとベーコンのポルチーニ香るパスタ

ボロネーゼ　フェットチーネ

オムライス　ビーフシチューソース

牛ロースステーキカレー

お魚料理

沖縄県産真鯛と魚介類のアクアパッツァ

沖縄県産カジキとホタテ貝柱のグリル

サーモンと有頭海老のポワレ
アーサ入りヴァンブランソース

お肉料理

石垣産美崎牛のハンバーグステーキ

沖縄あぐー豚ロースのグリル
シャルキュティエールソース

牛フィレ肉のストロガノフ
ガーリックライス添え

国産和牛サーロインステーキ（200ｇ）

¥2,200

¥1,800

¥1,800

¥2,200

¥2,800

¥2,500

¥2,300

¥2,100

¥3,200

¥3,200

¥2,800

¥7,800

11:00am-10:00pm

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
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ALL DAY MENU オールデイメニュー

CHINESE CUISINE

Stir fried fish fillet and peeled shrimp
in mild chili sauce

Crispy fried Okinawan ｃhicken with a sweet
and sour sauce

Stir-fried beancurd
in soy sauce(White Mapo Tofu)

Chow mein of stirfried chinese noodles

Chinese style fried rice with shrimps 

KID'S  PLATE
(Rice omelette,
Ishigaki Misaki beef hamburger steak,
fried prawns and vegetables)

DESSERTS

White chocolate and vanilla cheese 
cake

Awamori flavored brownie

Tiramisu of Okinawan style Tofu

Seasonal fruit selection 

¥2,500

¥2,200

¥2,000

¥2,000

¥1,800

¥1,600

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,500

中華料理

海老と白身魚のチリソース炒め

沖縄県産鶏もも肉の油淋鶏

島豆腐の白麻婆豆腐

五目焼きそば

海老チャーハン

お子様プレート
(オムライス・石垣産美崎牛ハンバーグ・海老フライ・温野菜）

デザート

ホワイトチョコレートとバニラのチーズケーキ

泡盛風味のブラウニー

島豆腐のティラミス

フルーツ盛り合わせ

¥2,500

¥2,200

¥2,000

¥2,000

¥1,800

¥1,600

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,500

11:00am-10:00pm

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
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ALL DAY MENU オールデイメニュー

CHINESE CUISINE

Stir fried fish fillet and peeled shrimp
in mild chili sauce

Crispy fried Okinawan ｃhicken with a sweet
and sour sauce

Stir-fried beancurd
in soy sauce(White Mapo Tofu)

Chow mein of stirfried chinese noodles

Chinese style fried rice with shrimps 

KID'S  PLATE
(Rice omelette,
Ishigaki Misaki beef hamburger steak,
fried prawns and vegetables)

DESSERTS

White chocolate and vanilla cheese 
cake

Awamori flavored brownie

Tiramisu of Okinawan style Tofu

Seasonal fruit selection 

¥2,500

¥2,200

¥2,000

¥2,000

¥1,800

¥1,600

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,500

中華料理

海老と白身魚のチリソース炒め

沖縄県産鶏もも肉の油淋鶏

島豆腐の白麻婆豆腐

五目焼きそば

海老チャーハン

お子様プレート
(オムライス・石垣産美崎牛ハンバーグ・海老フライ・温野菜）

デザート

ホワイトチョコレートとバニラのチーズケーキ

泡盛風味のブラウニー

島豆腐のティラミス

フルーツ盛り合わせ

¥2,500

¥2,200

¥2,000

¥2,000

¥1,800

¥1,600

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,500

11:00am-10:00pm

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
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ALL DAY MENU オールデイメニュー

LIGHT MEALS

International cheese selection

International charcuterie board
of sliced meats

Assorted vegetable sticks

Okinawan bittergourd salad
with dried shrimp

Fried marinated chicken pieces
with french fries 

Fish and chips

French fries

Deep fried spicy fries 

Deep fried pork spring rolls
with a sweet vinegar sauce （5 pieces） 

Okinawan soba noodles cooked
in a pork broth

“GOYA CHAMPURU”
Stir fried bitter melon, vegetables, pork, 
and tofu

JAPANESE CUISINE

Kindly contact our team for opening days. 
17:30 p.m. to 22:00 p.m.

Chirashi sushi

Sushi rolls, inari with tempura

Daily selection of sushi rolls 

Japanese soba noodles with tempura
（served hot or cold）

¥2,200

¥2,500

¥900

¥1,200

¥1,200

¥1,600

¥600

¥800

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥4,800

¥3,200

¥2,800

¥2,500

軽食

チーズの盛り合わせ

コールドカット盛り合わせ(生ハム・チョリソー等)

野菜スティック

ゴーヤーの干しエビ和え

チキン唐揚げ＆ポテトフライ

フィッシュ＆チップス

フレンチフライ

スパイシーカーリーフライ

春巻き（５本）

沖縄そば

ゴーヤーチャンプルー

日本料理

営業日につきましてはお問い合わせください。 

17時30分～22時00分

海鮮ちらし寿司

天婦羅と鉄火巻き・黒糖いなりのセット

細巻き寿司3種盛り(鉄火・かっぱ・他1種)

天婦羅そば（ざる・温）

¥2,200

¥2,500

¥900

¥1,200

¥1,200

¥1,600

¥600

¥800

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥4,800

¥3,200

¥2,800

¥2,500

11:00am-10:00pm

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。

NIGHT MENU ナイトメニュー

APPETIZERS AND LIGHT BITES

Caesar salad with Okinawan sea grapes

Seasonal salad of locally grown 
vegetables

International charcuterie board of 
sliced meats

SOUP, SANDWICHES AND BURGER

Soup of the day

Hamburger with a beef patty, thick
 cut bacon and French fries

Club sandwich of chicken and 
bacon with French fries

Fried marinated chicken wrap, 
aioli and French fries

Deep fried spicy fries

MAIN DISHES AND PASTA

“Goya Champuru” stir fried bitter 
melon, pork and vegetables

Fettucine Bolognese with parmesan

Grilled and sliced Australian beef 
sirloin, with a side dish of curry

Japanese egg rice with a beef stew 
sauce

Two eggs cooked any style with
your choice of three side dishes

Omelet, scrambled, fried, poached, or
boiled 

Bacon, sausages, daily potato, local
vegetables or grilled tomato

DESSERTS AND CHEESE

Awamori flavored brownie

Seasonal fruit selection

International cheese selection

¥1,500

¥800

¥2,500

¥800

¥1,900

¥1,900

¥1,500

¥900

¥1,400

¥1,800

¥2,800

¥2,200

¥1,800

¥1,200

¥2,500

¥2,500

前菜・軽食

シーザーサラダ 沖縄産海ぶどう添え

地元産野菜の季節のサラダ

シャルキュトリー・ボード
スライスしたお肉の盛り合わせ

スープ・サンドウィッチ・ハンバーガー

日替わりスープ

グラスフェッドビーフのパティと
厚切りベーコンのハンバーガー、フライドポテト添え

チキンとベーコンのクラブサンド、フライドポテト添え

フライドマリネチキンラップ、
アイオリソースとフライドポテト添え

スパイシーフライドポテト

メインディッシュ・パスタ

ゴーヤーチャンプルー
（ゴーヤと豚肉、野菜の炒め物）

フェットチーネ ボロネーゼ パルメザンチーズ

オーストラリア産牛サーロインステーキ、
カレーソース添え

オムライス ビーフシチューのソース

卵2個をお好みのスタイルで、
3種の付け合わせを添えて

卵料理のスタイルをお選びください：

オムレツ、スクランブルエッグ、目玉焼き、ポーチドエッグ、
ゆで卵

付け合わせを3種お選びください：

ベーコン、ソーセージ、本日のポテト料理、沖縄県産野菜、
トマトのグリル

デザート・チーズ

泡盛風味のブラウニー

季節のフルーツ盛り合わせ

インターナショナルチーズセレクション

¥1,500

¥800

¥2,500

¥800

¥1,900

¥1,900

¥1,500

¥900

¥1,400

¥1,800

¥2,800

¥2,200

¥1,800

¥1,200

¥2,500

¥2,500

10:00pm-7:00am

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
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ALL DAY MENU オールデイメニュー

LIGHT MEALS

International cheese selection

International charcuterie board
of sliced meats

Assorted vegetable sticks

Okinawan bittergourd salad
with dried shrimp

Fried marinated chicken pieces
with french fries 

Fish and chips

French fries

Deep fried spicy fries 

Deep fried pork spring rolls
with a sweet vinegar sauce （5 pieces）

Okinawan soba noodles cooked
in a pork broth

“GOYA CHAMPURU”
Stir fried bitter melon, vegetables, pork, 
and tofu

JAPANESE CUISINE

Kindly contact our team for opening days. 
17:30 p.m. to 22:00 p.m.

Assorted sushi

Daily selection of sushi with tempura 

Daily selection of sushi rolls 

Japanese soba noodles with tempura
（served hot or cold）

¥2,200

¥2,500

¥900

¥1,200

¥1,200

¥1,600

¥600

¥800

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥4,500

¥3,800

¥2,500

¥1,500

軽食

チーズの盛り合わせ

コールドカット盛り合わせ(生ハム・チョリソー等)

野菜スティック

ゴーヤーの干しエビ和え

チキン唐揚げ＆ポテトフライ

フィッシュ＆チップス

フレンチフライ

スパイシーカーリーフライ

春巻き（５本）

沖縄そば

ゴーヤーチャンプルー

日本料理

営業日につきましてはお問い合わせください。
17時30分～22時00分

お寿司の盛り合わせ

お寿司と天麩羅の盛り合わせ

細巻き３点の盛り合わせ(鉄火・かっぱ・他1種)

天婦羅そば（ざる・温）

¥2,200

¥2,500

¥900

¥1,200

¥1,200

¥1,600

¥600

¥800

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥4,500

¥3,800

¥2,500

¥1,500

11:00am-10:00pm

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。

NIGHT MENU ナイトメニュー

APPETIZERS AND LIGHT BITES

Caesar salad with Okinawan sea grapes

Seasonal salad of locally grown 
vegetables

International charcuterie board of 
sliced meats

SOUP, SANDWICHES AND BURGER

Soup of the day

Hamburger with a beef patty, thick
 cut bacon and French fries

Club sandwich of chicken and 
bacon with French fries

Fried marinated chicken wrap, 
aioli and French fries

Deep fried spicy fries

MAIN DISHES AND PASTA

“Goya Champuru” stir fried bitter 
melon, pork and vegetables

Fettucine Bolognese with parmesan

Grilled and sliced Australian beef 
sirloin, with a side dish of curry

Japanese egg rice with a beef stew 
sauce

Two eggs cooked any style with
your choice of three side dishes

Omelet, scrambled, fried, poached, or
boiled 

Bacon, sausages, daily potato, local
vegetables or grilled tomato

DESSERTS AND CHEESE

Awamori flavored brownie

Seasonal fruit selection

International cheese selection

¥1,500

¥800

¥2,500

¥800

¥1,900

¥1,900

¥1,500

¥900

¥1,400

¥1,800

¥2,800

¥2,200

¥1,800

¥1,200

¥2,500

¥2,500

前菜・軽食

シーザーサラダ 沖縄産海ぶどう添え

地元産野菜の季節のサラダ

シャルキュトリー・ボード
スライスしたお肉の盛り合わせ

スープ・サンドウィッチ・ハンバーガー

日替わりスープ

グラスフェッドビーフのパティと
厚切りベーコンのハンバーガー、フライドポテト添え

チキンとベーコンのクラブサンド、フライドポテト添え

フライドマリネチキンラップ、
アイオリソースとフライドポテト添え

スパイシーフライドポテト

メインディッシュ・パスタ

ゴーヤーチャンプルー
（ゴーヤと豚肉、野菜の炒め物）

フェットチーネ ボロネーゼ パルメザンチーズ

オーストラリア産牛サーロインステーキ、
カレーソース添え

オムライス ビーフシチューのソース

卵2個をお好みのスタイルで、
3種の付け合わせを添えて

卵料理のスタイルをお選びください：

オムレツ、スクランブルエッグ、目玉焼き、ポーチドエッグ、
ゆで卵

付け合わせを3種お選びください：

ベーコン、ソーセージ、本日のポテト料理、沖縄県産野菜、
トマトのグリル

デザート・チーズ

泡盛風味のブラウニー

季節のフルーツ盛り合わせ

インターナショナルチーズセレクション

¥1,500

¥800

¥2,500

¥800

¥1,900

¥1,900

¥1,500

¥900

¥1,400

¥1,800

¥2,800

¥2,200

¥1,800

¥1,200

¥2,500

¥2,500

10:00pm-7:00am

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。



11 12

DRINK MENU ドリンクメニュー

BOTTLED BEER （SMALL）

Orion, Asahi

AWAMORI

Manza Old

BY THE GLASS

Red Wine , White Wine

SOFT DRINKS

Coca-Cola

Ginger Ale

Tonic Water

Perrier

Orange Juice

Apple Juice

Pineapple Juice

Oolong Tea

¥1,200

¥1,100

¥1,500

¥850

¥850

¥850

¥1,100

¥850

¥850

¥850

¥850

¥1,200

¥1,100

¥1,500

¥850

¥850

¥850

¥1,100

¥850

¥850

¥850

¥850

ビール（小瓶）

オリオン、アサヒ

泡盛 

万座 古酒

グラスワイン

赤ワイン、白ワイン

ソフトドリンク

コカ コーラ

ジンジャーエール

トニックウォーター

ペリエ

オレンジジュース

アップルジュース

パイナップルジュース

ウーロン茶

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
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DRINK MENU ドリンクメニュー

BOTTLED BEER （SMALL）

Orion, Asahi

AWAMORI

Manza Old

BY THE GLASS

Red Wine , White Wine

SOFT DRINKS

Coca-Cola

Ginger Ale

Tonic Water

Perrier

Orange Juice

Apple Juice

Pineapple Juice

Oolong Tea

¥1,200

¥1,100

¥1,500

¥850

¥850

¥850

¥1,100

¥850

¥850

¥850

¥850

¥1,200

¥1,100

¥1,500

¥850

¥850

¥850

¥1,100

¥850

¥850

¥850

¥850

ビール（小瓶）

オリオン、アサヒ

泡盛 

万座 古酒

グラスワイン

赤ワイン、白ワイン

ソフトドリンク

コカ コーラ

ジンジャーエール

トニックウォーター

ペリエ

オレンジジュース

アップルジュース

パイナップルジュース

ウーロン茶

・We welcome enquiries from guests who wish to know whether any dishes contain 
particular ingredients. When placing your order, please inform us of any allergies or 
special dietary requirements that our chefs should be aware of when preparing your 
menu.

・Prices are inclusive of consumption tax and 13% service charge.

・ご提供する料理の食材に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。食物
アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますよう
お願いいたします。
・すべての表示価格には消費税と13%のサービス料が含まれます。
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