
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

2018,7改訂

八重山そばナポカツ八重山そばナポカツ1,190円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

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

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 880円鮪のフライ 880円カツ煮 760円カツ煮 760円 イカ墨チャーハンイカ墨チャーハン 850円850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

ボリューム満点！！ボリューム満点！！



らっきょうのらっきょうの 塩漬け塩漬け

800円800円



イカイカ

イラブチャーイラブチャー

ブリブリ シャコ貝の造りシャコ貝の造り 円円750円750円

600円600円

550円550円

タコタコ 550円550円

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

円570円570

680円680円

570円570円

ささ
しし

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 ８８０円８８０円 ８８０円８８０円

鮪の刺身鮪の刺身 円円

（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

すす
しし （1～ 2人前）寿司盛り合わせ（1～ 2人前）寿司盛り合わせ

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

身身 1,2001,200

１,２0０１,２0０



カツ煮カツ煮

760円760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

600円600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
600円600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
850円850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

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

ウムズナーのウムズナーの
天ぷら天ぷら 1,000円1,000円



1,300円（2本）





日本酒 （冷・燗） 一合

泡　盛

泡盛グラス

泡盛一合

泡盛三合

●玉の露 ●於茂登●宮之鶴●白百合

請福梅酒 ・ 請福ゆず

●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）

マンゴージュース

パッションフルーツジュース

オリオン生 380 円
オリオン生 （中ジョッキ） 500 円

オリオン中瓶 700 円

520 円

400 円
650 円

1,500 円

3,000 円
500 円

( 500ml）

各 450 円

各 430 円

角ハイボール

角ハイボール （MRGA）

450 円
650 円

パイナップルジュース

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
450 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（4合） 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

DRINKDRINK

●直火請福●やいま●八重泉●請福（赤）

●玉の露 5年古酒　43°
1合 グラス7,000円 1,900円 1,100円

レモンサワー

グレープフルーツサワー

トマトサワー

（小ジョッキ）
（全 35°）

1本（4合）

1本（4合）

平成 30 年 8 月改定

●ハブ酒 1,000 円
5,000 円

（グラス）

（一合）

サントリープレミアムモルツ 600 円

トロピカル

表示価格は全て税別となっております
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