
Dinner Menu

"The Sashimi" with hirami lemon 5500 "The Sashimi"  シークヮーサー風味

and picked island vegetables 島野菜のピクルス添え

Spicy grilled Okinawan shrimp 県産車海老のスパイシーグリル

"Main Grill" "Main Grill"

 Beni-Agu pork , local "Yambaru" chicken 紅あぐー・やんばる地鶏

Okinawan Agu sausage あぐーソーセージ

Island vegetables 島野菜

Okinawan soba or Turmeric Soba 沖縄そば　または　うっちんそば

Assorted bread with salt and herb oil ブレット　島塩とハーブオイル

Patissier's special dessert パティシエ特製デザート

Coffee or Tea 珈琲または紅茶

Caesar salad with Agu bacon and shrimp 6500 あぐーベーコンのシーザーサラダ with シュリンプ

Grilled Okinawan tuna with Sauce Gribiche "美ら海マグロ"のグリル　グレビッシュソース

"Main Grill" "Main Grill"

Certified Angus Beef sirloin, hanging tender, CABアンガスビーフロース、ハンギング、

hamburg steak, island vegetables ハンバーグ、島野菜

Okinawan soba or Turmeric Soba 沖縄そば　または　うっちんそば

Assorted bread with salt and herb oil ブレット　島塩とハーブオイル

Patissier's special dessert パティシエ特製デザート

Coffee or Tea 珈琲または紅茶

CAB sirloin can be upgraded 1500 per

person
メイングリルのアンガスロースを沖縄もとぶ牛（100g)に

to Okinawan Motobu beef (100g). アップグレード

Okinawan Motobu beef (50g) can be added to your main grill.
1200 per

person メイングリルに本部牛(50ｇ)を追加

The Grill

Grilled Combo "Lighthouse"

ライトハウス

Grilled  Combo "By The Sea"

バイザシー

Sharing Course

シェアコース

コンボは2名様からのオーダーをお願いいたします。

Combo meals can be ordered from minimum 2 persons.

By The Sea Only!

For both of menu!



Nachos "The Grill " style 1600 The Grill風　サラダナチョス

Grilled tomato & mozzarella Caprese 1200 トマトとモッツァレラのグリル　カプレーゼ風

Agu pork, Okinawan miso paste and 1800 あぐーと王朝味噌のパテ

assorted cold cuts コールドミートの盛り合せ

Assorted sashimi quintet 2000 恩納村漁港直送　お刺身5種盛り

Caesar salad 1200 シーザーサラダ

with grilled chicken 1600 withチキングリル

with grilled Agu bacon 1800 withあぐーベーコングリル

with grilled shrimp 1800 withシュリンプグリル

Chef's soup of the day 600 本日の温製スープ　または　冷製スープ

Grilled Okinawan Tuna (200g)★ 時価
Market price

★"美ら海マグロ"のグリル 200g

Okinawan Prawn★ 時価
Market price

沖縄県産車エビ

Okinawan Lobster★ 時価
Market price

★沖縄県産ロブスター

Today's fresh catch★ 時価
Market price

★恩納村漁港直産鮮魚

Mixed seafood grill combo 6000 シーフードミックスグリルコンボ

 Okinawan "Shimabuta" sausage and Agu bacon 2500 島豚ソーセージとあぐーベーコン

"Yambaru" chicken brochette　300g 2500 やんばる地鶏のブロシェット 300g

BBQ Spare ribs 2000 BBQスペアリブ

Agu pork sirloin 300g★ 3800 ★あぐーロースグリル 300g

Certified Angus Beef sirloin hanging tender 300g★ 3000 ★CABアンガスビーフロースハンギンググリル 300g

Certified Angus Beef sirloin 300g★ 4300 ★CABアンガスビーフサーロイングリル 300g

US T-bone 400g★ 5800 ★US Tボーンステーキグリル 400g

Okinawan Wagyu beef 200g★ 8500 ★沖縄県産黒毛和牛グリル 200g

Spicy Polynesian 島唐辛子入りポリネシアンソース

Okinawan miso 島みそ

Balsamic vinegar バルサミコ

Wasabi and soy sauce わさび醤油

Sauce Gribiche with hirami lemon シークヮーサー風味のグレビッシュソース

Soup
スープ

Main Grill ～Seafood～
メインシーフード

Main Grill ～Meat～
メインミート

Appetizers
前菜

メイン料理にはパンが付いております。ライスをご希望の方はお申し付けください。

Bread is served with all Main Grill dishes. Steamed rice is also available upon request.

Sauces
ソース

★のメニューはソースをお選びいただけます

All dishes marked with "★" are served with your choice of sauce:



Sautéed spinach 500 ほうれん草のソテー

Grilled asparagus 500 アスパラガスグリル

Poutine 600 プーティン

French fries, cheese, gravy （フライドポテト、チーズ、グレイビー）

Sautéed mixed mushrooms 800 ミックスマッシュルームソテー

Grilled island vegetables 1200 島野菜ミックスグリル

Hamburger steak, Diced steak 2500 ハンバーグ, サイコロステーキ

French fries, steamed vegetables ポテトフライ, 温野菜

Prawn, Scallop 2500 車海老, 帆立貝

French fries, steamed vegetables ポテトフライ, 温野菜

Okinawan fruit flambé 2000 "炎の演出"オキナワンフルーツフランベ

Assorted Okinawan fruits 2500 島フルーツ盛り合わせ

Tiramisu made with "Chinsuko" (Okinawan shortbread) 1200 ちんすこうティラミス

Chocolate Parfait with seasonal fruits 1500 ショコラパルフェ　季節のフルーツをのせて

Assorted ice cream 1200 アイスクリーム盛り合わせ

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。

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.

All prices are subject to tax & service charges.

Side Dishes
サイドディッシュ

Desserts
デザート

Kids Menu
キッズメニュー

"Meat Plate"
ミートプレート

"Seafood Plate"
シーフードプレート


