In Room Dining Menu

ルームサービスメニュー

11:00 am - 11:00 pm

11:00 am - 11:00 pm

SOUP

スープ

Today's Potage

………………………………………………………………………… ¥800

SALADS

Garden Leaf Salad …………………………………………………………………
Caesar Salad …………………………………………………………………………
Caesar Salad Topped with Turkey ………………………………………………
Caesar Salad Topped with Shrimp ……………………………………………

¥1,000
¥1,200
¥1,700
¥1,700

SANDWICHES & BURGERS

The Classic Clubhouse Sandwich ……………………………………………… ¥1,700
(Roasted Turkey, Bacon, Tomato, Lettuce, French Fries)
The Classic Reuben Sandwich ………………………………………………… ¥1,800
(Beef Pastrami, Gruyere Cheese, Marinated Celeriac, Carrot, French Fries)
The Classic 100% Wagyu Bacon Cheese Burger …………………………… ¥3,000
(Wagyu Beef, Bacon, Cheddar Cheese, Lettuce, French Fries)
Kin Agu Pork-Cutlet Sandwich ………………………………………………… ¥2,400
(Pork-Cutlet, Coleslaw, Lettuce, BBQ Sauce, French Fries)

PASTAS

Spaghetti Pescatore Onna Village Style ………………………………………
Spaghetti Bolognese with Wagyu Beef and Kin Agu Pork ………………

PIZZA

Agu Pork Bacon and Mozzarella Cheese Pizza ………………………………

¥2,000
¥1,700

¥2,200

MAINS

Sautéed Okinawan Fresh Catch with Dried Shrimp
and Kaffir Lime Leaf Oriental Sauce ……………………………………………
Okinawan Wagyu and Kin Agu Pork Hamburger Steak ……………………
Certified Angus Beef Steak ………………………………………………………
Sautéed Kin Agu Pork ……………………………………………………………

RICE & NOODLES

Beef Tendon Curry on Steamed Rice …………………………………………
Kin Agu Pork-Cutlet Curry on Steamed Rice …………………………………
Beef Steak Grilled with Moromi-Miso Bowl,
Served with Miso Soup and Pickles ……………………………………………

本日のポタージュ ………………………………………………………………………… ¥800

サラダ

ガーデンリーフサラダ …………………………………………………………………
シーザーサラダ …………………………………………………………………………
シーザーサラダ ターキートッピング …………………………………………………
シーザーサラダ シュリンプトッピング ………………………………………………

サンドウィッチ ＆ ハンバーガー

★ザ クラシック クラブハウス サンドウィッチ ……………………………………… ¥1,700
（ローストターキー、ベーコン、
トマト、
レタス）
★ザ クラシック ルーベン サンドウィッチ ………………………………………… ¥1,800
（ビーフパストラミ、
グリュイエールチーズ、セロリラブ＆キャロットマリネ）
★ザ クラシック 和牛100％ベーコンチーズバーガー ……………………………… ¥3,000
（和牛パテ、ベーコン、チェダーチーズ、
レタス）
★金アグー豚のカツサンド …………………………………………………………… ¥2,400
（豚カツ、
コールスロー、
レタス、バーベキューソース）

パスタ

スパゲッティ恩納ペスカトーレ ……………………………………………………… ¥2,000
和牛と金アグーのスパゲッティー ボロネーゼ ……………………………………… ¥1,700

ピザ

あぐーベーコンとモッツァレラのピザ

……………………………………………… ¥2,200

メインディッシュ
¥3,000
¥3,000
¥3,800
¥3,000

¥1,000
¥1,200
¥1,700
¥1,700

県産白身魚のソテー 干し海老とハーブのオリエンタルソース ……………………
県産黒毛和牛と金アグー豚のジューシーハンバーグステーキ ……………………
CABアンガスビーフステーキ 200g …………………………………………………
金アグー豚のソテー 150g ……………………………………………………………

¥3,000
¥3,000
¥3,800
¥3,000

ご飯・麺
¥1,700
¥2,400
¥3,600

DESSERTS

"BLUE SEAL" Ice Cream (One Scoop) …………………………………………… ¥600
(Vanilla, Chocolate, Purple Sweet Potato, or Sugar Cane)
Assorted Fruits ……………………………………………………………………… ¥3,000

KIDS FAVORITES

Egg Sandwich ………………………………………………………………………… ¥600
Kid’s Pizza ……………………………………………………………………………… ¥600
Fried Chicken and French Fries ………………………………………………… ¥1,000
Fish and Chips ……………………………………………………………………… ¥1,200
Hamburger Steak with Steamed Vegetables ………………………………… ¥1,400
Kid's Plate …………………………………………………………………………… ¥1,800
(Hamburger steak curry, Fried chicken, Fried prawn, French fries, Dessert)

特製牛すじカレー ……………………………………………………………………… ¥1,700
金アグー豚カツカレー ………………………………………………………………… ¥2,400
牛ロースのもろ味焼き重（味噌汁、香の物） ………………………………………… ¥3,600

デザート

ブルーシールアイスクリーム
（バニラ、チョコレート、紅芋、
または サトウキビ）……… ¥600
フルーツの盛り合わせ ………………………………………………………………… ¥3,000

お子様メニュー

エッグサンドウィッチ …………………………………………………………………… ¥600
キッズピザ ………………………………………………………………………………… ¥600
フライドチキン & ポテト ……………………………………………………………… ¥1,000
フィッシュ & チップス ………………………………………………………………… ¥1,200
ハンバーグステーキ スチームベジタブル添え ……………………………………… ¥1,400
キッズプレート ………………………………………………………………………… ¥1,800
（キッズハンバーグカレー、唐揚げ、エビフライ、ポテトフライ、デザート）

※料金には税金・サービス料が加算されます。
※Tax and service charge will be added to the adove prices.
※If you have any special dietary needs or restrictions, please let us know when placing your order.
※Ingredients are subject to change due to seasonality and availability.

※お食事に制限の必要がある場合、もしくは食物アレルギーをお持ちのお客様はルームサービスまで
お申し付けください。
※仕入れ状況により、内容が一部変更になる場合がございます。

In Room Dining Menu

ルームサービスメニュー

11:00 am - 11:00 pm

ドリンクメニュー 11:00 am - 11:00 pm

SOUP

ミネラルウォーター

Today's Vegetable Soup

…………………………………………………………… ¥800

SALAD

Garden Leaf Salad …………………………………………………………………… ¥800
Your choice of dressing: Shikwaasa, Italian, Non-Oil
Caesar Salad ………………………………………………………………………… ¥1,000

SANDWICHES & BURGERS

The Classic Clubhouse Sandwich ……………………………………………… ¥1,600
(Roasted Turkey, Bacon, Tomato, Lettuce, Fried Potatoes)
The Classic Reuben Sandwich ………………………………………………… ¥1,800
(Beef Pastrami, Gruyere Cheese, Marinated Celeriac and Carrot, Fried Potatoes)
The Classic Bacon and Cheese Burger ……………………………………… ¥2,800
(Wagyu Beef, Bacon, Cheddar Cheese, Lettuce, Fried Potatoes)

MAIN DISHES

Sautéed Salmon with Caper Sauce ……………………………………………
Sirloin Steak with Tomato and Basil Sauce …………………………………
Grilled US Beef Sirloin with Moromi Miso Sauce on Rice …………………
Sautéed Okinawan Pork "Beni-Agu" with Mustard Sauce …………………

HEALTHY

Steamed Chicken Breast 407 kcal ………………………………………………
Sauteed Salmon 333kcal …………………………………………………………
Steamed Vegetables 120 kcal ……………………………………………………
Okinawan "Yushi" Tofu and rice …………………………………………………
Kcal of sauce is not counted. Okinawan Salt, Olive Oil, Balsamic

Pasta & Curry

Spaghetti Onna Pescatore ………………………………………………………
Spaghetti Bolognese with Wagyu Beef and Agu Pork ……………………
Beef Tendon Curry with Rice ……………………………………………………

PIZZA

Agu Bacon Pizza

¥2,400
¥3,000
¥2,500
¥2,800

¥2,400
¥2,400
¥1,500
¥2,000

アクアパンナ 500ml ……………………………………………………………………… ¥1,100
サンペレグリノ
（スパークリングウォーター）500ml …………………………………… ¥1,100

ソフトドリンク

フレッシュオレンジジュース ……………………………………………………………
トマトジュース ……………………………………………………………………………
ブラッドオレンジジュース ………………………………………………………………
グアバジュース ……………………………………………………………………………
パイナップルジュース ……………………………………………………………………
マンゴージュース …………………………………………………………………………
シークヮーサージュース …………………………………………………………………
ペプシ 200ml ……………………………………………………………………………
ジンジャーエール 190ml …………………………………………………………………

コーヒー・紅茶

ホットコーヒー ……………………………………………………………………………
アイスコーヒー ……………………………………………………………………………
カフェインレスコーヒー …………………………………………………………………
カフェラテ …………………………………………………………………………………
カプチーノ …………………………………………………………………………………
エスプレッソ ………………………………………………………………………………
ミルク ………………………………………………………………………………………
低脂肪ミルク ………………………………………………………………………………
豆乳 ………………………………………………………………………………………
イングリッシュブレックファーストティー …………………………………………………
アールグレイティー ………………………………………………………………………
カフェインレス紅茶 ………………………………………………………………………
アイスティー ………………………………………………………………………………

¥1,100
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700

¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700
¥700

ビール（瓶）

オリオンビール（小瓶）…………………………………………………………………… ¥770
アサヒスーパードライ
（小瓶） …………………………………………………………… ¥770

¥2,000
¥1,700
¥1,500

…………………………………………………………………… ¥2,000

DESSERT

"BLUE SEAL" Vanilla Ice Cream …………………………………………………… ¥800
"BLUE SEAL" Sweet Purple Potato Ice Cream ………………………………… ¥800
"BLUE SEAL" Sugar Cane Ice Cream …………………………………………… ¥800
Assorted Fruits ……………………………………………………………………… ¥2,000

KIDS

Kid's Pizza ……………………………………………………………………………… ¥700
Kid's Seafood Macaroni and Cheese …………………………………………… ¥1,000
Kid's Hamburger Steak …………………………………………………………… ¥1,200
Kid's Egg Sandwich …………………………………………………………………… ¥700
Kid's Fried Chicken and French Fries ………………………………………… ¥1,000
Kid's Plate …………………………………………………………………………… ¥1,700

泡盛

くら
（古酒）250ml ……………………………………………………………………… ¥1,500
暖流（古酒）300ml …………………………………………………………………… ¥2,000
上記泡盛にはミネラルウォーターをお付けします。

フルーツワイン

パッションフルーツワイン（500ml）沖縄産 ………………………………………… ¥3,000
マンゴーワイン（500ml）沖縄産 ……………………………………………………… ¥3,000

シャンパン and スパークリングワイン

NV エスパス・オブ・リマリ・ブリュット ………………………………………………… ¥5,500
NV ブリュット・プルミエ・ルイ・ロデレール ………………………………………… ¥20,000

白ワイン

マプ・ソーヴィニヨン・ブラン・シャルドネ …………………………………………… ¥5,500
2012 アヴァント・シャルドネ …………………………………………………………… ¥7,100
2015 マコンヴィラージュ ……………………………………………………………… ¥11,500

赤ワイン

マプ・カベルネ・ソーヴィニヨン・カルメール ………………………………………… ¥5,500
2013 アヴァント・レッド・ブレンド ……………………………………………………… ¥7,100
2012 シャトーセネジャックュ ………………………………………………………… ¥11,500
※料金には税金・サービス料が加算されます。

※Tax and service charge will be added to the adove prices.
※If you have any special dietary needs or restrictions, please let us know when placing your order.
※Ingredients are subject to change due to seasonality and availability.

※お食事に制限の必要がある場合、もしくは食物アレルギーをお持ちのお客様はルームサービスまで
お申し付けください。
※仕入れ状況により、内容が一部変更になる場合がございます。

