
Food  Last  Order /23:00

Drink Last  Order /23:30

フード　ラストオーダー /23:00

ドリンク　ラストオーダー /23:30

18:00 ～ 24:00

*Prices do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

TERRACE  GATHERING

～スパークリングカクテル味比べ＆沖縄フルーツ～　　　　　　　　￥7,800
A choice of Okinawan sparkling cocktails & fruits               　 

～沖縄クラフトビール２種類＆アヒージョ～　　　　　　　　　　　　　　￥3,500

Okinawan craft beer & ajillo           　

２～４名様（2-4 persons）

海の見えるテラス席でどうぞ！！

For you to enjoy with family and friends at the beachside terrace.



SIGNATURE  COCKTAILS
シグネチャーカクテル

 Mojito Variations 
モヒートバリエーション

Day & Night　　　￥1100

　　　 Standard Mojito

　　　　　Iejima Island Rum  Ryukyu Mojito

　　　　　Shikwasa & Yuzu Citrus Mojito

　　　　　 Jasmine & Apple Mojito

　　　　　　Brown Sugar & Ginger Mojito

*Prices do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

Price

～スタンダードモヒート～

～伊江島ラムの琉球モヒート～

～シークヮーサーと柚子のモヒート～

～ジャスミンと林檎のモヒート～

～黒糖生姜のモヒート～

Aqua Reflection　　￥1100
～デイ＆ナイト～ ～アクアリフレクション～

\1000

\1100

\1200

\1200

\1100

 Awamori Cocktail Competition
 ～ 2016 年　泡盛カクテルコンペティション～

Grand prix Cocktail
～総合優勝カクテル～

Timberland  ～ティンバーランド～　 ￥1200

　　　　　　Brown Sugar & Ginger Mojito　　　　　 Jasmine & Apple Mojito　　　　　Shikwasa& Yuzu Citrus Mojito

Day & night Aqua reflection　

Timberland  　

Okinawa Cocktail Competition 
Flair Grand prix cocktail

Kanto General Headquarters Competition 
Flair Second prix cocktail

～ 2016 年沖縄カクテルコンペティション～
～フレア部門優勝カクテル～

　～ 2015 年関東統括本部大会～
～フレア部門準優勝カクテル～



MIXOLOGY  COCKTAILS
ミクソロジーカクテル

　　　Homemade Moscow Mule

　　    Espuma of Okinawan Sweet  Potato Mocha

　　     Sangria Red or White   

　　　Passion Fruit  Rum & Tonic

　　　Homemade Chai Latte Cocktail

　　　Rosemary & Kiwi  Gimlet

　　　Shell Ginger & Shikwasa  Sledgehammer

　　　Strawberry & Rose Sparkling Geranium Flavor

　　　 Tiramisu Mocha ～ティラミスモカ～

　　　Alexandria ～アレキサンドリア～

　　　Italian Kahlua Milk ～イタリアンカルアミルク～

*Prices do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

～自家製モスコミュール～

～紅芋モカのエスプーマ～

～真空調理のサングリア   赤 or 白～

～パッションフルーツのラムトニック～

～自家製チャイラテ　カクテル～

～ローズマリ＆キウイのギムレット～

～月桃とシークヮーサーのスレッジハンマー～

～苺と薔薇のスパークリング　ゼラニウムアロマ～

\1100

\1200

\1300

\1100

\1100

\1200

\1300

\1400

Price

Price

\1200

\1100

\1200

ESPRESSO  COCKTAILS
ｴｽﾌﾟﾚｯｿｶｸﾃﾙ

Price

　　     Sangria Red or White   

　　　Rosemary & Kiwi Gimlet
　　　Shell Ginger & Shikwasa  Sledgehammer

　　　Strawberry & Rose  Sparkling Geranium Flavor

Italian Kahlua Milk　　　 Tiramisu Mocha 　　　Alexandria

Espuma of
Okinawan  Sweet  Potato Mocha

　　　Mixed Nuts  ～ミックスナッツ～

　　  Assorted Olives ～オリーブ盛り合わせ～

　　  Ryukyu Tofuyo ～琉球豆腐よう～

　　  Salmon Tartare with Grated Japanese Yam

       Today ‘s  Sashimi  Plate  With  Sea Grapes

　　  Today’ s  Appetizer  Platter

　　  Prosciutto ～生ハム～

FOOD  MENU
フードメニュー

　　 Bagna Cauda With Steamed Seasonal Vagetables  

　　 Somen Champuru Genovese & Kore-Gusu

　　 Grilled Camembert With Tankan Orange Sauce

　　Fried chicken & French fries ～フライドチキン ＆ ポテトフライ～

　　Grilled Agu Pork Bacon ～あぐーベーコンのグリル～

　　Chopped Steak ～チャップステーキ～

　　Assorted Sausages ～ソーセージ盛り合わせ～

　　Japanese Style BBQ Beef Baguette Sandwich

　　 ～アメリカンクラブサンドイッチ～

　　Agu Pork Bacon Pizza ～あぐーベーコンピッツア～

(beef, tomato, onion, french fries)

（bacon, chicken, boiled egg, lettuce, tomato, french fries）

Cold Menu ～コールド　メニュー～

Hot Menu ～ホット　メニュー～

～サーモンユッケと山芋とろろ～

～本日の鮮魚刺身と海ぶどう～

～本日の前菜盛り合わせ～

～チーズ盛り合わせ～

\500

\400

\600

\400

\510

\2500

  \800

\2500

～和風 BBQ ビーフサンドイッチ　バケット～

American  Club  Sandwich

～季節の蒸し野菜バーニャカウダソース～

～ソーメンチャンプルージェノバとコーレーグース～

～カマンベールグリル　タンカンソース～

\550

\410

\1650

\790

\700

\1300

\1100

\1550

\1200

\1600

　　　Cheese Assortment

*Prices do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります



*Prices do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

STANDARD COCKTAILS
スタンダードカクテル

　　 Martini ～マティーニ～

　　 Daiquri ～ダイキリ～

　　 Gimlet ～ギムレット～

　　 White Lady ～ホワイトレディ～

　　 Balalaika ～バラライカ～

　　 X.Y.Z ～エックス . ワイ . ゼット～

　　Margarita ～マルガリータ～

　　Side Car ～サイドカー～

　　 Cosmopolitan ～コスモポリタン～

　　Blue Moon ～ブルームーン～

　　Alexander ～アレキサンダー～

　　Yukiguni ～雪国～

　　　 Augusta Seven ～オーガスタセブン～

　　　Blue Hawaii ～ブルーハワイ～

　　　Pina Colada ～ピニャコラーダ～

　　    Sex on the Beach ～セックス　オン　ザ　ビーチ～

　　　Chi Chi ～チチ～

　　　Long Island Ice Tea ～ロングアイランドアイスティー～

　　Grasshopper ～グラスホッパー～

　　Manhattan ～マンハッタン～

　

*Prices do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

Short  ～ショート～

Tropical ～トロピカル～

\900

\900

\900

\900

\900

\900

\1000

\1000

\900

\900

\1000

\900

\900

\1000

\900

\1300

\1300

\1300

\1300

\1300

\1400

New York ～ニューヨーク～

　　　Blue Hawaii

　　Strawberry Chocolate Smoothie ～ストロベリーショコラスムージー～

　　 Caramel Banana Mocha ～キャラメルバナナモカ～

　　Yuzu & Lemon Soda ～柚子 &檸檬ソーダ～

　　Hibiscus & Rose Soda ～ハイビスカス＆ローズのソーダ～

　　Passionfruit Mojito ～パッションフルーツのモヒート～

　　 Passion & Mango Smoothie ～パッション＆マンゴースムージー～

ノンアルコールカクテル

　　Home made Brown Suger Ginger Ale ～自家製黒糖ジンジャエール～

Smoothie Cocktail ～スムージーカクテル～

Soda & Milk Cocktail ～ソーダ＆ミルクカクテル～

\900

\900

\800

\800

\800

\1000

\1000

Non Alcoholic  COCKTAILS

　　Pepsi  ～ペプシ～

　　Ginger Ale ～ジンジャエール～

　　Oolong Tea ～烏龍茶～

　　Squeezed Orange Juice ～生絞りオレンジジュース～

　　Squeezed Grapefruit Juice ～生絞りグレープフルーツジュース～

　　Pineapple Juice ～パイナップルジュース～

　　Mango Juice ～マンゴージュース～

SOFT DRINK
ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ

\600

\600

\600

\1000

\1000

\600

\600

　　Co�ee ～コーヒー～

　　Yuzu & Lemon Soda

　　Strawberry Chocolate Smoothie

　　Hibiscus & Rose Soda

　　 Caramel Banana Mocha

*Prices do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

\600



　   Gin & tonic ～ｼﾞﾝﾄﾆｯｸ～

　   Gin fizz ～ｼﾞﾝﾌｨｽﾞ～

　   Pure love ～ﾋﾟｭｱﾗﾌﾞ～

　   Singapore sling ～ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｽﾘﾝｸﾞ～

　    Negroni ～ﾈｸﾞﾛｰﾆ～

　    Gimlet  high ball ～ｷﾞﾑﾚｯﾄﾊｲﾎﾞｰﾙ～

        Moscow mulle ～ﾓｽｺﾐｭｰﾙ～

　    Salty dog ～ｿﾙﾃｨﾄﾞｯｸﾞ～

　    Screw driver　～ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ～

　    Seabreeze ～ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ～

　    Bloody Mary ～ﾌﾞﾗｯﾃﾞｨﾒｱﾘｰ～

　    Vermut & cassis ～ﾍﾞﾙﾓｯﾄ＆ｶｼｽ～

　    Cuba libre ～ｷｭｰﾊﾞﾘﾌﾞﾚ～

　   Tequila sunrise ～ﾃｷｰﾗｻﾝﾗｲｽﾞ～

        Godfather ～ｺﾞｯﾄﾞﾌｧｰｻﾞｰ～

　    Mint  julep ～ﾐﾝﾄｼﾞｭﾚｯﾌﾟ～

　    Spumoni ～ｽﾌﾟﾓｰﾆ～

　    Campari soda ～ｶﾝﾊﾟﾘｿｰﾀﾞ～

　    Charles chaplin ～ﾁｬｰﾘｰﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ～

　    Kahlua milk ～ｶﾙｱﾐﾙｸ～

STANDARD COCKTAIL
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　ｶｸﾃﾙ

　    Green banana cooler ～ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾅﾅｸｰﾗｰ～

　    Americano ～ｱﾒﾘｶｰﾉ～

　    Malibu pine ～ﾏﾘﾌﾞﾊﾟｲﾝ～

　    Shouyo juling ～照葉樹林～

         China blue ～ﾁｬｲﾅﾌﾞﾙｰ～

　     Kir royal ～ｷｰﾙﾛﾜｲﾔﾙ～

　　Mimosa ～ﾐﾓｻﾞ～

　　Operator ～ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ～

*Price do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

Long  ～ﾛﾝｸﾞ～

\1000

\1000

\1000

\1100

\1000

\1100

\1000

\1000

\1000

\1000

\1000

\1000

\1000

\1000

\1000

\1100

\1000

\900

\1000

\1000

\1000

\1000

\900

\900

\1100

\1100

\1100

\1100

Beer
ﾋﾞｰﾙ

　　 Orion Draft Beer ～ｵﾘｵﾝﾄﾞﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ～

　　Sango  Beer  IPA ～ｻﾝｺﾞﾋﾞｰﾙ　ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｰﾙｴｰﾙ～

　　Sango  Beer  Black Ale ～ｻﾝｺﾞﾋﾞｰﾙﾌﾞﾗｯｸｴｰﾙ～

　　Orion Clear Free ～ｵﾘｵﾝｸﾘｱﾌﾘｰ～ (Non Alcohol)

*Price do not include tax and service charge

　　別途税金 ・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

　　Chuko  Yokkakouji ～忠孝よっかこうじ～

　　Miyanohana  Hanaokina ～宮の華　華翁～

　　Uminokuni 10 years ～古酒　海の邦　10 年～

　　Omoro 21 years ～古酒　おもろ 21 年～

　　Beniissui ～紅一粋～

　　Kurokirishima ～黒霧島～

　　Ozeki  Junmaidaiginjyo ～大関　純米大吟醸～

　　　Glass 

Glass /Bottle

￥900/￥7000

￥700  /￥5500

￥900 /￥8000

￥1400 /￥12000

￥2800 /￥30000

  ￥600

  ￥700

  ￥1000

Glass /Bottle

Draft  Beer ～樽生ﾋﾞｰﾙ～

　　　Glass Bottled  Beer ～ﾎﾞﾄﾙﾋﾞｰﾙ～

Awamori ～泡盛～ Glass /Bottle

Glass /Bottle
Shouchu&Japanese  Sake

～焼酎＆日本酒～

\850

\1000

\1000

\700

　   NV Espace of Limari Brut
　    ～ NV エスパス ・ オブ ・ リマリ ・ スパークリング ・ ブリュット ・ スペシャル～

WINE  LIST
ﾜｲﾝﾘｽﾄ

　   2015  Sauvignon Blanc, Overstone
　    ～２０１５ソーヴィニヨン ・ ブラン　オーバーストーン～

　   Mango  Wine
　    ～マンゴーワイン～

Okinawan fruit wine
～沖縄ﾌﾙｰﾂﾜｲﾝ～

　   Passion Fruit  Wine
　    ～パッションフルーツワイン～

￥1100 /￥5000

￥1000 /￥5000

  ￥1000

  ￥1000

120ｍｌ Glass 

Okinawan Fruit Wine
～沖縄フルーツワイン～

120ｍｌ Glass /Bottle
Sparkling Wine & Champagne
～スパークリング＆シャンパーニュ～

120ｍｌ Glass /BottleWhite Wine ～白ワイン～

120ｍｌ Glass /BottleRed Wine ～赤ワイン～

　   2014 VDP Syrah  Baron  Philippe  de Rothchild  
　    ～２０１４　ヴェラタル ・ シラー ・ バロン ・ フリップ ・ ロスチャイルド～ ￥1000 /￥5000

　　Manza-Vintage 7 years ～萬座７年　シェラトンボトル～



WHISKY  LIST
ｳｨｽｷｰﾘｽﾄ

*Price do not include tax and service charge
　　別途税金・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

*Price do not include tax and service charge
　　別途税金・ｻｰﾋﾞｽ料がかかります

　　Yamazaki12years ～山崎 12 年～

　　 Yamazaki18years ～山崎 18 年～

　　Hakushu12years ～白州 12 年～

　　Hibiki17years ～響 17 年～

　　Chita ～知多～

　　Taketsuru  Pure malt ～竹鶴ﾋﾟｭｱﾓﾙﾄ～

　　Yoichi ～余市～

　　Miyagikyou ～宮城峡～

　　Suntory  Kaku ～ｻﾝﾄﾘｰ角瓶～

　　Wild  Turkey8years ～ﾜｲﾙﾄﾞﾀｰｷｰ8 年～

　　 Maker’ s  mark ～ﾒｰｶｰｽﾞﾏｰｸ～

　　Jim beam ～ｼﾞﾑﾋﾞｰﾑ～

　　Jack Daniels ～ｼﾞｬｯｸﾀﾞﾆｴﾙ～

　　Canadian Club12years ～ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗﾌﾞ12 年～

　　Old  Over holt ～ｵｰﾙﾄﾞｵｰｳﾞｧｰﾎﾙﾄ～

　　Jameson ～ｼﾞｪﾑｿﾝ～

　　Big  Peat ～ﾋﾞｯｸﾋﾟｰﾄ～

　　Kavalan  Sherry Oak ～ｶﾊﾞﾗﾝｼｪﾘｰｵｰｸ～

WHISKY  LIST
ｳｨｽｷｰﾘｽﾄ

　　The Glenlivet12years ～ｻﾞ・ｸﾞﾚﾝﾘﾍﾞｯﾄ12 年～

　　 Glenfidich12years ～ｸﾞﾚﾝﾌｨﾃﾞｨｯｸ12 年～

　　The Macallan 18years ～ﾏｯｶﾗﾝ18 年～

　　Glenmorangie10years ～ｸﾞﾚﾝﾓｰﾚﾝｼﾞ10 年～

　　Springbank ～ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞﾝｸ10 年～

　　Laphroaig10years ～ﾗﾌﾛｲｸﾞ10 年～

　　Bowmore ～ﾎﾞｳﾓｱ12 年～

　　Kilchoman  Machir  bay ～ｷﾙﾎｰﾏﾝ　ﾏｷﾔｰﾍﾞｲ～

　　Highland  Park12years～ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ12年～

　　Chivas Reagal12years ～ｼｰﾊﾞｽﾘｰｶﾞﾙ12 年～

　　 Usquaebach  Reserve ～ｳｼｭｸﾍﾞﾘｻﾞｰﾌﾞ～

　　Dewars12years ～ﾃﾞｭﾜｰｽﾞ12 年～

　　Johnnie  Walker  Blue label ～ｼﾞｮﾆｰｳｫｰｶｰﾌﾞﾙｰﾗﾍﾞﾙ～

　　Talisker10years ～ﾀﾘｽｶｰ10 年～

Brandy  LIST
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰﾘｽﾄ

　　Hennessy  VS ～ﾍﾈｼｰVS ～

　　 Remy  Martin  VSOP ～ﾚﾐｰﾏﾙﾀﾝVSOP ～

　　Pomme  d’ Eve ～ﾎﾟﾑ･ﾄﾞ・ｲｳﾞ～

single  1400

  ￥3500

  ￥1400

  ￥1900

  ￥1000 /￥15000

  ￥ 900 /￥13500

  ￥1000 /￥15000

  ￥1000 /￥15000

￥1000  /￥15000

￥900  /￥13000

￥3500  

￥1100  /￥16000

￥1200  /￥18000

￥1000  /￥15000

￥1000  /￥15000

￥1300 /￥22000

￥1000 /￥15000

￥1000 /￥15000 

Single /Bottle

  ￥1400

  ￥ 700 /￥8000

￥900 /￥13000
￥900 /￥13000
￥800/￥10000 

￥800 /￥10000

￥800 /￥10000

￥700/￥8000

￥800 /￥10000

￥700/￥15000

￥800/￥15000

￥700/￥22000

￥1500

￥2900

￥800 /￥13000

￥1200/￥18000

￥1500

Japanese  Whisky
～ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ　ｳｨｽｷｰ～

Single /Bottle

Single malt  Whisky
～ｼﾝｸﾞﾙﾓﾙﾄ　ｳｨｽｷｰ～

Single /Bottle

Blended  Whisky
～ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｯﾄﾞｳｨｽｷｰ～

Single /Bottle
Bourbon  Whisky＆Tennessee  Whisky
～ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ　ｳｨｽｷｰ～

Single /Bottle
Oher  Whisky
～その他　ｳｨｽｷｰ～

Single /Bottle
Cognac&Calvados
～ｺﾆｬｸ＆ｶﾙﾊﾞﾄﾞｽ～
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