
Steak House
セレクション ディナー

Dinner Selection

前菜7品より一品お選びください

メインディッシュより一皿お選びください

デザートより一皿お選びください

コーヒーまたは紅茶

ディナーセレクションでは
選べる前菜・メインディッシュ・デザートをご用意しております。

メインディッシュは、米国農務省認定のサーロイン、テンダーロインやリブアイといった厳選されたUSビーフの他、アグー豚、シーフードでは地元で捕
れたマヒマヒや新鮮なメカジキ、

活イセエビなど、豊富なメニューの中からお選びいただけます。

The Dinner selection comprises a salad bar featuring the freshest of Okinawa vegetables, an appetizer and dinner selection.
For Dinner, please select your main dish from the menu featuring mouth watering cuts of USDA Choice beef such as Sirloin,

Tenderloin and Rib Eye. The dinner menu features as well the best of Okinawa beef and Agoo Pork. In the sea lovers,
try our expertly grilled fresh locally caught Mahi Mahi or the fresh swordfish steak.

The Lobsters are live and flown in regularly from all over the world.

we serve this cut with USDA  beef .



◆ 沖縄産マヒマヒ： 上質な白身、南国の魚シイラ（マヒマヒ） 4,700 ◆ Local Mahi Mahi 4,700

◆ 沖縄産めかじき： 柔らかな肉質の近海産を炭火焼きで 4,700 ◆ Local Swordfish 4,700

◆ 活イセエビ： 豪快に1尾グリルします 時価 ◆ Live Whole Ise Lobster

◆ US サーロイン 250g： USDAチョイスの良質なストリップロイン 5,400 ◆ USDA choice Sirloin / 250g 5,400

◆ 沖縄あぐーポーク 200g： さらりとした脂肪の旨味、なめらか肉質 5,400 ◆ Okinawa Agoo Pork Loin / 200g 5,400

◆ US リブアイ 350g： ＵＳＤＡを代表する旨みのある肉 6,000 ◆ USDA choice Rib Eye / 350g 6,000

◆ US テンダーロイン 120g： ＵＳＤＡテンダーロインの柔らかな味わい 6,600 ◆ USDA choice Tenderloin / 120g 6,600

◆ 沖縄産牛フィレ 120g： 黒毛和牛独特の柔らかな肉質 9,600 ◆ Okinawa Beef Tenderloin / 120g 9,600

◆ カウボーイ　リブアイ 800g： 骨付きリブアイを豪快にカット 18,500 ◆ USDA Choice Cowboy Rib Eye 800g 18,500

◆ 沖縄産マヒマヒと沖縄あぐーポーク 5,200 ◆ Mahi Mahi and Agoo Pork Loin 5,200

◆ 沖縄産めかじきとUSリブアイ 6,000 ◆ Swordfish and USDA choice Rib Eye 6,000

◆ テンダーロインとオマール海老 9,300 ◆ USDA choice Tenderloin and Whole Homard 9,300

又は

沖縄産フルーツスープと紅芋アイスクリーム

or又は

the current price

or



温かいチョコレートケーキ　島こしょう風味のアイスクリームを添えて Hot Chocolate Cake with Local Pepper Flavored Ice Cream
or

Paineapple Tarte with Tropical Fruits Sauce

又は

パイナップルタルト　トロピカルフルーツソース　

Fruit Soup with Purple Potato Ice Cream
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or

Shrimps Cocktail with Local Lemon　Mayonaise Sauce
or

or

シュリンプカクテル　シークヮッサーマヨネーズ
又は

又は

又は

泡盛風味のチーズケーキ　ベリーを添えて Awamori Flavored Cheese Cake with Berry

沖縄あぐー豚とフォアクラのパテ





Meat

Combination

全てのメインディッシュにポテトと季節の野菜がついています

コンビネーション

Herb Butterr,Mashroom or Garlic Soy Sauceハーブバター、マッシュルームソース　又は　ジンジャーガーリック醤油

All meat dishes are served with お好みのソースをお選びください

シーフード

お好みのソースをお選びください

Local Vegetables Steak House Salad

Fried Squid and Pepper with Creamy Garlic Sauce

近海鮪のタルタル

かにとグレープフルーツのサラダ　ターメリックソース

又は

Tuna Tar Tar

Crub Salad with Turmeric Sauce

島野菜のステーキハウスサラダ

or

又は

沖縄産ソデいかとピメントのフライ　クリーミーガーリックソース
又は or

漁師風魚のスープ　 Fisherman's Soup
           or 

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。 For guests who have food allergies, please inform a staff before ordering.

当レストランで提供する料理の原材料についてのご質問は、スタッフへお尋ねください。We welcome inquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients.
表示料金は税金・サービス料込みの金額となります。  All prices include 10% service charge and 8% consumption tax.

Okinawa Agoo Pork Pate 


スペシャルディッシュ　3～4名様

Fresh Tomato and Basil,Aioli

Seafood

All seafood dishes are served with

All main courses are served with seaosonal vegetable and  Potato

肉料理

フレッシュトマトとバジル、アイオリ

Specialty Dish for 3 to 4

パン Bread
コーヒーまたは紅茶 Coffee or Tea

季節や天候の都合により産地や内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。 Please note the menu content may change due to the weather situation and seasonality.

メニューよりメインディッシュをお選びください Please select your main dish from the offerings below: 

メニューよりデザートをお選びください Please choose a dessert from the menu: 

メニューより前菜をお選びください Please select one Appetizer from the three offerings 
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