
お品書き

営業時間 18：00-24：00 (23:00ラストオーダー）

三線ライブ・・・ 7/13 ～ 8/31
毎日（19：00～、20：00～、21：00～）各15分

champuru izakaya
opened from 18:00 to 24:00 (last order 23:00)

with performance of Okinawan classical uta-sanshin daily at 19:00,

20:00 and 21:00 until the end of August



～付き出し～ 
ゴーヤースライスと干しエビの
旨味ドレッシング和え 250
料理長おすすめの逸品　　　　　　　　　　　
Okinawan bitter melon with dried shrimp relish
highly recommended by the Chef!
推荐  切片苦瓜拌菜

ゴーヤーちゃんぷる　 1,000
stir fry of bitter melon, tofu, egg and sliced pork

冲绳料理 炒苦瓜 内有其它蔬菜

恩納村生まれの海ぶどう 800
locally-harvested sea grapes

冲绳恩纳村产海葡萄

島ラッキョウと鰹の削り節、胡麻醤油 600
Okinawan shallots topped with bonito flakes, sesame- infused soy sauce

冲绳县产葱头和调味用鲣鱼干配芝麻酱

コラーゲンてびち 針生姜を添えて 1,000
boiled pig's feet with julienned ginger

猪蹄配生姜

ラフテー さらし葱と練りからし 900
pork rib meat with skin, stewed very soft, rinsed scallions, mustard

冲绳当地食物 煮五花肉

グルクンの竜田揚げ 1,000
deep-fried Gurukun fish from local waters

炸鱼

ジューシー ～沖縄の炊き込みご飯～ 700
Okinawan Jushi  rice seasoned and cooked with various ingredients

冲绳蒸饭

あぐー揚げ餃子 特製五香ラー油ともろみ酢 800
Gyoza  dumplings with Okinawan Agu pork meat, chilli oil, black vinegar

琉球猪肉饺子 厨师特制辣油和醪糟醋

あぐーソーセージ　自家製ピクルスを添えて 1,000
sausages of locally-raised Agu pork, house-made pickles

琉球猪肉肠配自家制泡菜

たっぷり野菜入り沖縄塩焼きそば 800
fried noodles with lots of vegetables, seasoned with Okinawan salt

蔬菜炒面

近海魚のセイロ蒸し ネギ生姜の香り 1,600
locally-caught fish, steamed in a wooden basket with ginger and onion

蒸鱼

サーターアンダギー　ココナッツシュガーを掛けて 500
sweet deep fried doughnuts with coconut sugar

炸甜点 冲绳特产

食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。

※表記価格に別途消費税8％とサービス料13％を加算させていただきます。

Please inform your server us of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you 
or any of your party may have. All prices are in Japanese Yen, exclusive of consumption tax and subject to 13% service charge.



健康野菜サラダ 800
healthy vegetable salad
健康蔬菜沙拉

季節野菜のセイロ蒸し 700
assortment of seasonal vegetables steamed in a wooden basket

蒸时令蔬菜

お刺身盛り合わせ 1,800
assorted sashimi 

刺身拼盘

蒸し鶏のカルパッチョ仕立て 刻み野菜ドレッシング 900
steamed chicken carpaccio, vegetable dressing

蒸鸡肉配蔬菜酱

海老マヨ 県産シークァーサーの風味 1,500
mayonnasise prawns flavoured with Okinawan lime

蛋黄酱炒虾配县产青柠汁风味

海老のミックススパイス揚げ 1,500
fried prawns seasoned with spices

炸虾

鶏肉の唐揚げ ヴルーテソースを添えて 800
fried chicken with veloute sauce

炸鸡

ガーリックペッパーステーキ 1,600
garlic pepper steak
蒜香切片牛排

リブアイステーキ A-1ソースとご一緒に 2,500
rib-eye steak, A1 brown sauce

原塊牛排配　A-1酱

焼き豚入りチャーハン 900
fried rice with roast pork

猪肉炒饭

漬物盛合せ 500
assortment of pickles

腌菜拼盘

フライドポテト 500
fried potatoes
炸薯条

季節のフルーツ大福 400
mochi  rice cakes with seasonal fruit
小年糕

マンゴーとパッションフルーツのプディング 500
mango and passion fruit pudding
芒果和百香果布丁

もなかアイスクリーム （バニラ） 300
monaka  crisp wafers filled with vanilla ice cream
香草味冰其淋

食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまで必ずお申し付けください。

※表記価格に別途消費税8％とサービス料13％を加算させていただきます。

Please inform your server us of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you 
or any of your party may have. All prices are in Japanese Yen, exclusive of consumption tax and subject to 13% service charge.



alc. % glass 180ml bot t le

くら  古酒 25度 500 1,300 4,100

Kura

菊の露　親方の酒 30度 500 1,500 4,100

Oyakata-no-sake

菊の露　　古酒 30度 500 1,700 4,500

Kikunotsuyu

萬座　　古酒 40度 500 1,700 4,500

Manza

八重泉 43度 600 2,000 5,400

Yaesen

残波　　古酒 43度 600 2,300 6,700

Zanpa

北谷長老 43度 900 3,000 8,000

Chatan Chou-rou

今帰仁城 １０年古酒 43度 1,400 3,600 10,700

Nakij injo

黎明 ～日本最南端の地酒～ 15度 1,000

Reimei

月桂冠 25度 700

Gekkeikan

沖縄ワイン（マンゴー・シークァーサー）　　
Okinawan wine (mango or Okinawan lime)

グラス(glass) /  900　　　ボトル(bottle) /  3,600

泡盛 /  Awamori

～　泡盛　飲み比べセット　（3種）　～　　
（くら・萬座・今帰仁城）
recommeded Awamori tasting (3 glasses)

日本酒/ sake

1,000



alc. % glass 180ml bot t le

紅一粋 紅いも焼酎 25度 500 1,700 4,100
Beni- Issui

天孫降臨 25度 600 1,900 5,200
Tensonkorin

いいちこ 25度 700 2,100 6,300

 Iichiko

オリオン生ビール（中） Orion on draft (medium) 700

オリオン生ビール（小） Orion on draft (small) 600

ハイビール beer and awamori 800

ノンアルコールビール non-alcoholic beer 600

サワー （マンゴー/ハイビスカス/グァバ/パイナップル） 700

sour （mango, hibiscus, guava, pineapple）

泡盛 トニック awamori  with Okinawan Lime 700

泡盛サンセット awamori  with fruit juice 700

酎ハイ （ライチ/シークァーサー/マンゴー/アセロラ） 700

chūhai  "shōchū highball"（lychee, Okinawan lime, mango, acerola）

レモネード lemonade 700

グラスワイン（赤・白） wine by the glass, white or red 700

梅酒 plum wine 700

ハイボール whisky and soda 700

ドラゴンボール cocktail with Shaoxing rice wine 800

５８カチャーシー cocktail with bitter melon 1,000

コーラ/オレンジ/マンゴ/シークァーサー/パイナップル/ 500

ジンジャーエール/さんぴん茶/ウーロン茶/うっちん茶/グァバ
cola, orange, mango, Okinawan lime, pineapple, guava

ginger ale, jasmine tea, oolong tea, turmeric tea

トロピカルジュース　tropical fruit juice 600

焼酎 /  shōchū

ソフトドリンク /  soft drinks. juices and local teas



生ビール orion beer on draft

ハイビール beer and awamori

　 泡盛

ワイン（赤・白） white or red wine

マンゴ酎ハイ

ライチ酎ハイ

シークァーサー酎ハイ Okinawan lime chuhai

アセロラ酎ハイ

泡盛サンセット awamori & fruit juice

泡盛トニック awamori & Okinawan lime

マンゴサワー

グァバサワー

パインサワー

ハイビスカス サワー hibiscus sour

レモネード lemonade

梅酒

ハイボール

ドラゴンボール cocktail with Shaoxing rice wine 

コーラ

ジンジャーエール

オレンジジュース

ウーロン茶

パイナップルジュース

マンゴジュース

グァバジュース

シークァーサージュース Okinawan lime

うっちん茶

さんぴん茶 Okinawan jasmine tea

oolong tea

pineapple

mango

guava

turmeric tea

orange juice

mango chuhai

lychee chuhai

acerola chuhai

mango sour

guava sour

pineapple sour

plum liqueur

highball

ソフトドリンク　soft drinks

cola

ginger ale

awamori

飲み放題　120分
　～120 minute- f ree f low plans ～

フリードリンクプラン -  free flow with alcoholic drinks -  2,000

ソフトドリンクプラン -  free flow of soft drinks -  1,000

アルコール　alcoholic drinks


