
サンセットバーベキューディナー

Sunset BBQ Dinner

～ ¥6000 per person! ～

海ぶどうともずくのコブサラダ

Cobb Salad with sea grapes and mozuku seaweed

ヤリ烏賊 県産車海老 あぐー豚ロース

Squid Okinawan prawns Agu pork loin

県産黒毛和牛ロース チキンサテ 焼き野菜3種

Okinawa Wagyu sirloin Chicken Satay Grilled vegetables (3 kinds)

フルーツ＆アイス

Fruits & ice cream

グリルコンボ、サンセットBBQは2名様からのオーダーをお願いいたします。

Combo meals and BBQ can be ordered from minimum 2 persons.

グリルコンボ

Grilled Combo

～ Lighthouse ～

ライトハウス

季節の沖縄野菜たっぷりサラダ

グリーンゴッテスドレッシング

The Grill Salad

Seasonal island vegetables 

with Green Goddess dressing 

県産車海老とヤリイカのグリル

スモークパプリカとハーブソース

Grilled Okinawan Tiger Prawn and squid

with smoked paprika peppers and herb sauce

〈Main〉

金アグー、鴨のコンフィー、

やんばる鶏とグリーンペーストのロール、グリル野菜

Agu Pork, Duck Confit, Rolled Yambaru Chicken 

and green pesto, grilled vegetables 

〈Okinawa meets West ～ fusion pasta 〉

沖縄ヌードル クリームソース or イカスミベーコン

Okinawan Style Cream Sauce 

or Squid Ink & Bacon 

ブレッド 島塩とハーブオイル

Bread with Okinawan salt & herb oil

ペストリー特製デザート

The Grill's special dessert

コーヒーまたは紅茶

Coffe or Tea

¥5500

～ By the Sea ～

バイザシー

シーザーサラダ 島タコと小エビ添え

Caesar salad with island octopus and shrimps

殻付き帆立貝のアーサガーリックバター焼き

Grilled scallops with Aosa seaweed garlic butter

〈Main〉

アンガス牛ロース、金アグー、県産車海老、グリル野菜

Angus Beef sirloin steak,

Agu Pork andOkinawan Tiger Prawn 

with grilled vegetables

〈Okinawa meets West ～ fusion pasta 〉

沖縄ヌードル クリームソース or イカスミベーコン

Okinawan Style Cream Sauce 

or Squid Ink & Bacon

ブレッド 島塩とハーブオイル

Bread with Okinawan salt & herb oil

ペストリー特製デザート

The Grill's special dessert

コーヒーまたは紅茶

Coffe or Tea

¥6500



A la carte 

〈前菜〉

Appetaizer

サラダナチョス

Nachos Salad

1600

トマトとモッツァレラのグリル カプレーゼ風

Grilled Tomato Caprese Salad

1500

本日のお刺身 5種盛り

Assorted Sashimi (5 kinds)

2400

シーザーサラダ

Caesar salad

1200

〈スープ〉

Soup

本日の温製スープ又は冷製スープ

Chef's soup of the day (hot or chilled)

600

〈サイドディッシュ〉

Side Dishes

+ チキングリル

with grilled chicken

1600

+ シュリンプグリル

with grilled shrimp

1800

+ あぐーベーコングリル

with grilled Agu bacon 

1800

料金は全て税金とサービス料を加算させていただきます。

Tax & service charge will be added to the prices above. 

プーティン（フライドポテト、チーズ、グレイビーソース）

(french fries, cheese curd with gravy)

600

ミックスマッシュルームソテー

Sautéed mixed mushrooms

800

スピナッチソテー

Sautéed spinach

600

アスパラガスグリル

Grilled asparagus

600



〈シーフードグリル〉

Grilled Seafood

沖縄"美ら海生マグロ"のグリル 200g ☆

Grilled Okinawan "Churaumi" Tuna 200g

4000

城間さんが手塩に育てた車海老 6尾

Shiroma Fram raised Tiger Shrimp 6pieces

3000

ロブスター ハーフ☆

Lobster Half

時価

Market price

本日の鮮魚 ☆

Today's fresh catch 

時価

Market price

〈ミートグリル〉

Grilled Meats

島豚ソーセージ150gとあぐー豚ベーコン100g

Okinawan "Shimabuta" sausage 150g 

and Agu bacon 100G

2800

やんばる地鶏のブロシェット 300g

"Yambaru" chicken brochette 300g

3000

BBQスペアリブ

BBQ Spare ribs

2800

金アグー ロース 300g ☆

Agu pork sirloin 300g

3800

アンガスビーフハンギング 300g ☆

Angus Beef sirloin hanging tender steak 

300g

3500

アンガスビーフサーロイン 300g ☆

Angus Beef sirloin 300g

4500

沖縄県産黒毛和牛サーロイン 200g ☆

Okinawan Wagyu beef sirloin 200g

8500

〈ソース〉

Sauce Selection

☆印は下記よりソースをお選びください。

All dishes marked with "★" are 

served with your choice of sauce:

島みそ

Spicy Polynesian

バルサミコ

Balsamic vinegar

わさび醤油

Wasabi and soy sauce

シークヮーサー風味のグレビッシュソース

Sauce Gribiche with hirami lemon

当店で使用しているお米は国産米でございます。

天候や当日の仕入れ状況により、内容の変更がある場合がございます。

Rice used at The Grill is 100% domestically produced. 

As only the freshest local produce is used at The Grill,

menu is subject to change depending on the quality and market availability.

料金は全て税金とサービス料を加算させていただきます。



〈デザート〉

Desserts

島フルーツ盛り合せ

Assorted Okinawan fruits

2500

ちんすこうティラミス

Tiramisu made with "Chinsuko" (Okinawan shortbread) 

1200

ショコラパフェ 季節のフルーツをのせて

Chocolate Parfait with seasonal fruits

2000

アイスクリーム

Assorted ice cream

ダブル

Double

1000

トリプル

Triple

1200

〈キッズメニュー〉

Kids Favorites

お子様メニューは10歳までとなっております。

(for children up to 10 years of age)

【ミートプレート】

Meat plate

ハンバーグ・サイコロステーキ・ポテトフライ・温野菜

Hamburger steak, Diced steak, French fries, steamed vegetables

2500

【シーフードプレート】

Seafood plate

沖縄県産車海老・帆立貝・ポテトフライ・温野菜

Okinawan Prawn, Scallop, French fries, steamed vegetables

2500

オレンジジュース、パン、アイスクリームが付きます。
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