
大人気

カマンベール
　　チーズフライ
カマンベール
　　チーズフライ 600円600円

2018,4改訂

※写真は2種注文の
　　　イメージです。

おにぎらない
ポーク（2個）
ツナ　（2個）

各380円

おにぎらない
ポーク（2個）
ツナ　（2個）

各380円

八重山そばナポカツ 1,190円八重山そばナポカツ 1,190円

マグロのハラゴ塩焼きマグロのハラゴ塩焼き
６８０円６８０円

マグロと島豆腐マグロと島豆腐680円680円
850円明太子玉子焼き 850円明太子玉子焼き

おお
め
す
す

め
す
すきき

ささ
つつ

ほうれん草のフィットチーネ
カルボナーラ仕立て
ほうれん草のフィットチーネ
カルボナーラ仕立て 680円680円 石垣牛カルビ鉄板焼き1,590円石垣牛カルビ鉄板焼き1,590円

冷やし明太うどん

580円

冷やし明太うどん

580円

鶏皮ぎょうざ 510円鶏皮ぎょうざ 510円

島野菜チャンプル 620円
季節により内容が変更になる場合がございます

島野菜チャンプル 620円
季節により内容が変更になる場合がございます

鮪のフライ 780円鮪のフライ 780円カツ煮 720円カツ煮 720円 イカ墨チャーハン 790円イカ墨チャーハン 790円

おでん
まるごとテビチ 720円
おでん
まるごとテビチ 720円



表示価格は全て税別となっております表示価格は全て税別となっております

ととりりああええずず

ササララダダ
海ぶどうサラダ海ぶどうサラダ

590円590円
750円750円イカの姿焼きイカの姿焼き

丸ごとニンニク焼き丸ごとニンニク焼き 480円480円
車海老の塩焼き車海老の塩焼き(2 尾 )(2 尾 )

650円650円島豆腐サラダ島豆腐サラダ

海ぶどうサラダ海ぶどうサラダ 820円820円

690円690円釜揚げしらすサラダ釜揚げしらすサラダ

海鮮ジャンボサラダ（ハーフ）海鮮ジャンボサラダ（ハーフ） 600円600円
1,200円1,200円海鮮ジャンボサラダ海鮮ジャンボサラダ

780円780円ほっけほっけ

枝 豆枝 豆 330円330円

モロキューモロキュー 330円330円

たこわさたこわさ 350円350円

320円320円塩キャベツぶつ切り塩キャベツぶつ切り

トマトスライストマトスライス 390円390円

マグロのしゃきマグロのしゃき
しゃき山葵和えしゃき山葵和え

560円560円

もろみ豚焼き餃子もろみ豚焼き餃子

790円790円

島らっきょうの島らっきょうの
塩漬け塩漬け

630円630円（季節もの）（季節もの）

1,050円1,050円八重山そばちゃんぽん八重山そばちゃんぽん

ののもものの島島

590円590円

790円790円

ポークたまごポークたまご 690円690円

シャコ貝の塩辛シャコ貝の塩辛

海ぶどう海ぶどう 690円690円
650円650円ラフティーラフティー

グルクン唐揚げグルクン唐揚げ

軟骨ソーキの煮付け軟骨ソーキの煮付け 410円410円

八重山かまぼこ三種盛り八重山かまぼこ三種盛り 650円650円

390円390円もずく酢もずく酢

ワタガラスワタガラス 330円330円
スクガラス豆腐スクガラス豆腐 360円360円
島豆腐冷奴島豆腐冷奴 390円390円

450円450円豆腐よう豆腐よう

ジーマミー豆腐ジーマミー豆腐 500円500円

島豆腐厚揚げ島豆腐厚揚げ 390円390円

豆腐よう豆腐よう
もずく酢もずく酢

グルクン唐揚げグルクン唐揚げ

※当店はお通し代を含むテーブルチャージ料として、お一人様 300円頂いております。



イカイカ

イラブチャーイラブチャー

ブリブリ

シャコ貝シャコ貝 980円980円

750円750円

600円600円

550円550円

タコタコ 550円550円

イカ・サーモンイカ・サーモン
エビ・タコエビ・タコ

イラブチャーイラブチャー

かっぱ巻きかっぱ巻き

納豆巻き納豆巻き

鉄火巻き鉄火巻き

ブリブリ

マグロ・カジキマグロ・カジキ

450円450円
円570円570

680円680円

260円260円 570円570円
290円290円
290円290円

390円390円

刺刺
身身 刺身盛り合わせ（小）刺身盛り合わせ（小）

刺身盛り合わせ（大）刺身盛り合わせ（大）

1,590 円1,590 円

2,980 円2,980 円

鮪のフライ鮪のフライ鮪のステーキ鮪のステーキ ７８０円７８０円 ７８０円７８０円

鮪の刺身鮪の刺身９８０円９８０円

（3～ 4人前）寿司盛り合わせ（3～ 4人前）寿司盛り合わせ

（1～ 2人前）寿司盛り合わせ（1～ 2人前）寿司盛り合わせ 1,490 円1,490 円

2,980 円2,980 円

表示価格は全て税別となっております

寿寿
司司

980円980円980円980円さつき盛りさつき盛りさつき盛りさつき盛り

（1～ 2人前）寿司盛り合わせ（1～ 2人前）寿司盛り合わせ

各各

各各

各各

鮪鮪ママググロロ
メメニニユユーー

鮪と島豆腐鮪と島豆腐６８０円６８０円

鮪のハラゴ塩焼き鮪のハラゴ塩焼き
６８０円６８０円



カツ煮カツ煮

720円720円

アーサー天麩羅アーサー天麩羅アダン天麩羅アダン天麩羅

チーズ巻き揚げチーズ巻き揚げ

タコ唐揚げタコ唐揚げ
チキン唐揚げチキン唐揚げ

710円710円500円500円

710円710円800円800円

軟骨唐揚げ軟骨唐揚げ

810円810円

480円480円

530円530円

600円600円

500円500円 800円800円

昔ながらの昔ながらの

500円500円

ヒラヤーチヒラヤーチ

揚揚
げげ物物 ポーク天麩羅ポーク天麩羅

皮付きポテトフライ皮付きポテトフライ
チリポテトチリポテト

もずく天麩羅もずく天麩羅

島豆腐の島豆腐の
500円500円ガーリック揚げガーリック揚げ

飯飯ごご 白ご飯白ご飯
おにぎりおにぎり
おにぎりセットおにぎりセット
イカ墨チャーハンイカ墨チャーハン

八重山そば八重山そば

200円200円

390円390円
590円590円
790円790円

650円650円イカ墨チャーハンイカ墨チャーハン

そそばば

チャンプルーチャンプルー
ゴーヤチャンプルゴーヤチャンプル

ソーメンチャンプルソーメンチャンプル

ナーベラーチャンプルナーベラーチャンプル イカ墨ソーメンイカ墨ソーメン

アダンチャンプルアダンチャンプル

もやしチャンプルもやしチャンプル 島野菜チャンプル島野菜チャンプル

麩チャンプル麩チャンプルパパイヤチャンプルパパイヤチャンプル

豆腐チャンプル豆腐チャンプル

510円510円

円800800円

710円710円 730円730円

620円620円

680円680円 680円680円

680円680円680円680円

680円680円

※季節により野菜の※季節により野菜の
内容が変わります内容が変わります

一見パインのように見えますが、

この実は食べられません。

固い葉の中にある白い芽を食べます。

一見パインのように見えますが、

この実は食べられません。

固い葉の中にある白い芽を食べます。

アダンの実アダンの実 紹介紹介

ウムズナーのウムズナーの
かき揚げかき揚げ 1,000円1,000円

沖縄伝統の炒めもの沖縄伝統の炒めもの

表示価格は全て税別となっております

（ソース・塩）（ソース・塩）焼きそば焼きそば 620円620円



エノキの豚バラ巻き ３００円キムチの豚バラ巻き 豚バラ梅しそ焼き

鶏ももガーリックマヨ焼き３８０円

３１０円 ３８０円

はつはつ

350円350円

ぼんじりぼんじり

350円350円

レバーレバー

350円350円

串串
焼焼きき

白ねぎ白ねぎ

鶏皮鶏皮

若鶏若鶏

鶏手羽鶏手羽

若鶏ネギマ若鶏ネギマ

砂肝砂肝

豚バラ豚バラ

鴨つくね鴨つくね

石垣牛串

300円300円

360円360円

810円

420円420円

380円380円

380円380円360円360円

360円360円

360円360円

表示価格は全て税別となっております

粒マスタード焼き ３８０円

鶏もも明太マヨ焼き３８０円鶏もも山葵マヨ焼き３８０円

ジャンボもも串ジャンボもも串

６８０円６８０円

標記料金で2本提供です標記料金で2本提供です

串盛り合わせ串盛り合わせ
1,000円1,000円（六串）（六串）

オススメ

石垣ハラミ串 1,200円
（一本）

油がアッサリとした
甘みのある味わい



1,590 円
2,980 円

1,190 円1,190 円

石垣牛サイコロステーキ石垣牛サイコロステーキ

石垣牛カルビ鉄板焼き石垣牛カルビ鉄板焼き

八重山そばナポカツ八重山そばナポカツ

丸ごと一丁島豆腐丸ごと一丁島豆腐

1,900円1,900円

820円820円

2,100円2,100円
ジャンボハンバーグ３００ｇジャンボハンバーグ３００ｇ

1,390円1,390円

表示価格は全て税別となっております

おでん盛り合わせおでん盛り合わせ (3～ 4人前 )(3 ～ 4 人前 )

( ハーフサイズ )( ハーフサイズ )

700円700円

おおででんん

720円720円まるごとテビチまるごとテビチ

MEGAMEGAメニューメニュー

鉄鉄板板
アアツツアアツツ

丸ごとテビチ唐揚げ丸ごとテビチ唐揚げ 720円720円

牛ステーキ３００ｇ牛ステーキ３００ｇ



●玉の露7年古酒　25°
3,500 円 1,200 円 875 円1本 1合 グラス

日本酒（冷・燗）一合

泡盛

泡盛グラス

泡盛一合

泡盛三合

●直火請福●やいま●八重泉

●玉の露 ●於茂登●宮之鶴●白百合

請福梅酒 請福ゆず

●サキタリヤーおかみの手作り

ごちそう泡盛（グラス）

●ハブ酒

●生絞りサワー

レモン・グレープフルーツ

●酎ハイ

ウーロンハイ・さんぴんハイ（泡盛）

パイナップルサワー

マンゴーサワー

パッションフルーツサワー

シークヮーサーサワー

カルピスサワー

カシス（サワー・オレンジ・ウーロン）

●トロピカルドリンク

マンゴージュース

パッションフルーツジュース

（レディース）オリオン生 400 円
オリオン生（中ジョッキ） 550 円

オリオン中瓶 750 円

520 円

1,200 円
6,000 円

400 円
650 円

1,500 円

3,000 円
500 円

800 円

(500ml）

各 600 円

各 500 円

各 430 円

（グラス）

（一合）

※泡盛セット（氷代）お一人様200円頂きます

角ハイボール

角ハイボール（MRGA）

450 円
650 円

女性
人気

パイナップルジュース

●ソフトドリンク

オレンジジュース・コーラ

カルピス・さんぴん茶・ジンジャー

うっちん茶・ウーロン茶・コーヒー

各 400 円

極ゼロ プリン体ゼロ

シークヮーサージュース

日本酒

酎ハイ・カクテル

ソフトドリンク

ビール

石垣島地ビール

キリン一番搾り中瓶 850 円
500 円サントリーオールフリー

800 円
450 円

●おもと6年古酒　43°
1本 1合 グラス7,000 円 1,900 円 1,100 円

●請福ビンテージ　43°
6,200 円 1,700 円 1,100 円1本 1合 グラス

（ロック・ソーダ割り）グラス

四合ボトル

古酒

(テーブルワイン)

グラス

デキャンタ

ボトル

500 円
1,200 円
2,000 円

ワイン
（赤・白）

●炭　酸 300 円
●レモンスライス 300 円

ハイボール

泡盛ご注文のお客様へ

DRINKDRINK
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