
LunchMenu
for Glamping

表記料金には、税金が含まれております。
Notation Prices are inclusive of taxes.



Lunch Set Menu
セットメニュー

南ぬ豚ランチコース

石垣牛ランチコース

￥2,800

￥3,800

Painu pork lunch course

Ishigaki beef lunch course

ランチ 1

ランチ 2



LunchMenu
南ぬ豚ランチコース

ランチ 1

Painu pork lunch course

￥2,800

サラダ

石垣島の島豆腐サラダ

BBQ

野菜焼き

きのこ焼き

沖縄産もずくが入ったウインナー

天使の海老

南ぬ豚厚焼きカルビ

八重山そばのナポリタン

モナカアイス

SaSaS lalladd

　島 腐 ToTofufu salaladad

　Veggettaba les

　 MuMushrooomom

　Wiener with mozukuずくが入ったウインナー

 Shrimp老

　 Pork thick rib焼きカルビ

　　　　　　　　　 Naapop litan ofof Yaeyaamam  sobo aaばのナポリタン

　　 MoMonanacaca iicece（bbeae n-jajam-m-filfilleledd wawafefersrs））



LunchMenu
石垣牛ランチコース

ランチ 2

Ishigaki beef lunch course

￥3,800

サラダ

石垣島の島豆腐サラダ

BBQ

野菜焼き

きのこ焼き  

沖縄産もずくが入ったウインナー

天使の海老

石垣牛のカルビ焼肉

八重山そばの焼きそば

マシュマロ

SaSaS lalladd

　島 腐 ToTofufu salaladad

　Veggettaba les

    MuMushhrooomom 

 WWiener with mozukuずくが入ったウインナー

    Shrimp老

   Beef thick ribカルビ焼肉

                        Frieed nooddlelesばの焼きそば

    MMarshmallow ロ



表記料金には、税金が含まれております。
Notation Prices are inclusive of taxes.

Menu Dinner Menu for Glamping



セットメニュー

SetMenu
プレミアムコース

グラマラスコース

スペシャルコース

￥6,500

￥5,300

￥4,200

Premium course

Glamorous course 

Special course

No. 1

No. 2

No. 3

～島の恵みを堪能する～

～料理長おすすめ～

～気軽にグランピング～

キッズコース
￥3,000Kids course

お子様（小学生まで）



SetMenu
～島の恵みを堪能する～

プレミアムコース

No. 1

￥6,500

前菜
石垣島産ゆし豆腐
島らっきょう

サラダ
石垣島の島豆腐サラダ

BBQ
まぐろのアヒージョ
野菜焼き
きのこ焼き  
山原地鶏のタンドリーチキン
天使の海老海賊バーベキュー
南ぬ豚厚焼きカルビ
石垣牛ザブトンステーキ
ちゅらごはん・ジューシーめし
マシュマロ アイス添え

ApApAA pepeeetitiititizezezeezeeeerrrrrrr

  ゆし豆腐 Yuushhhi ToToT huu

うIsIIsslal nddd sssssshahahhhhalll otot

SaSaSaSalalallalal ddd

  島豆腐サラダ ToTofu salad

  AAhijoojo ooff tuutunan

VVegetabblelless

MMushrhrhrh ooo mm  
  TaTandndooo riri cchihickckenenのタンドリーチキン

                                  ShShririrr mpmp老海賊バーベキュー
                  PAPAP INI UU pip g ththicickk riribb焼きカルビ

  BeBeefef steeakkブトンステーキ
                      CHCHURURAA riicece aandnd jjuiuicycy rriciceeん・ジューシーめし

MMara shshmamallllowow aand IIcececcccc ccreeamamロ アイス添え

Premium course



SetMenu
～料理長おすすめ～

グラマラスコース

No. 2

￥5,300

前菜
石垣島産ゆし豆腐

BBQ
石垣島産島豆腐のステーキ
まぐろのアヒージョ
野菜焼き
きのこ焼き
骨付きウインナー
天使の海老
自家製タンドリーチキン
自家製バックリブ
石垣牛串焼き
ちゅらごはん・ジューシーめし
マシュマロ アイス添え
  

ApApApAppepepppepepepetititttitizeeeezezeezerrrrr

  ゆし豆腐 YuYuYushshi ToT huhuuhh

   島豆腐 テ キ StStStStStteaeeaeaeakkk ofof iislslannd tofuuf

                AhA ijo ofoff ttununununnaaaヒージョ
  Vegetaablbles

    MuM shhroommm

              SSaussu agga e with aa bbononeeインナー
       Shrh immp老

  TaTandndooori cchihickckenenンドリーチキン
  HoH meemamadede bbacacaa kk riribックリブ

        BeBeefef sspip t-roroastt焼き
                        CHCHURURAA riricece aandnd jjuiuicycy rriciceeん・ジューシーめし

  Marsrshmhmalallooww anandd IcIcee crcreaeammロ アイス添え

Glamorous course



前菜
石垣島産ゆし豆腐

サラダ
石垣島の島豆腐サラダ

BBQ
沖縄産ベーコンとポテトのアヒージョ
野菜＆きのこ焼き
骨付きウインナー
ムール貝とあさりの酒蒸
天使の海老海賊バーベキュー
南ぬ豚厚焼きカルビ
八重山そばの焼きそば 
モナカアイス
  

ApApAA pepeeetitiititizezezeeeeeerrrrrr

 ゆし豆腐 YuY shshii ToTohuhu

SaSaS lalalaadddd

  島豆腐サラダ ToT fufu salladd

 ポテト ア   AAAhihijojo oof babacoconn anandd popotatatoto

              VVegggggetaba lellleess and muushhhroroomomのこ焼き
             SSausas gegegeg  witthh a a boneインナー
                      WWininee ststeeamimingng ooff mumusssselel aandnd sshohortrt-n-nece kekedd clclamamとあさりの酒蒸
                                  SShrhrhrh imimpp piratete bbararbebecucuee老海賊バーベキュー
         PAPAININUU pip g g ththicckk riribb焼きカルビ

 FrFrieed noododlelessばの焼きそば 
      MMononacaca icice（e（beb an-jamm-fi-filllleded wwafaferers）s））イス

SetMenu
～気軽にグランピング～

スペシャルコース
Special course

No. 3

￥4,200

   



サラダ

石垣島の島豆腐サラダ

BBQ

沖縄産ベーコンとポテトのアヒージョ

野菜＆きのこ焼き

骨付きウインナー

天使の海老

山原地鶏のタンドリーチキン

自家製バックリブ

沖縄そばのナポリタン

マシュマロ アイス添え

SaSaSaSaalallaal ddddd

　島 腐 ToTT fuuu ssssalaladd

                                      AAhihijojo oof f babacoonn anndd popotatatoto        ーコンとポテトのアヒージョ

              VeVeVeVeeegegg taablblessesese  andndndn mmmmmusussshrh oooommのこ焼き

             Sauauuuusass gee witthhh a bobboneeインナー

      ShShhrimpp老

  TTanandodoorori chhicickekennのタンドリーチキン

          HHommememadadee backk rribibックリブ

             Napapololiti anan oof f okkininawawaa sosobabaのナポリタン

                  MaMarsrshmhmalallooww anna dddddd IcIcee crcreaeammロ アイス添え

SetMenu
キッズコース

お子様（小学生まで）

Kids  course

￥3,000



石垣牛特上ロース

石垣牛モモ

石垣牛カルビ

南ぬ豚カルビ

味付け卵の燻製

自家製ダレの焼きおにぎり

八重山そばの焼きそば

モナカアイス

マシュマロ（アイス付き）

￥3,500

￥1,800

￥2,200

￥1,200

￥300

￥300

￥700

￥300

￥300

Ishihigagaki BBeee f - Siirloin

IsIsIssshihhhh gaakii Beef - Rounundd

IsIsIsIIshihigagagag kiki BBeeeef f -- Riibbb

IsIshihigagakki PPork - RiR b

SmSmSmmSmmookokokokokokedeededededed egggg

GrG illleledd rir ce balll

FrFriied noodleless

MoMonaann caaa iicece（b（b（ eaan-jajam-filfilleedd wafefersr ）

MaMaM rsrshmh alallol w wiwithth icecc

AdditionalMenu
追加メニュー



塊肉シリーズ
 石垣牛カルビ　1ｋｇ　（1週間前予約）  ￥18,000

LuLumpm MMeaeat Seriies
IIshshiggakaki BeBeeff ribibss 1kg

(N(Nececesessaaryrrr  too mam kek aa reservatitionon 11weweek bbbefeforoo e)e

ガザミ （1週間前予約）  　時価
PoPortunnusu  tritubeb rculu atatusus

(N((N(N((N(( ecese saaas ryryyy to mamake a reserrvaaaatiitiono 111wewww ek bbeforrre)e)

豚1頭丸焼き （10日前予約）  ￥58,000
AAAA roasttt pipiig g whhole

(Neccese saaryr ttoo mamaakek aaa reservavaatit onnon 11110ｄ0ｄ0 ayayss bebefoforere))

AdditionalMenu
要予約追加メニュー



パイン100％

オレンジ100％

グレープフルーツ100％

コカ・コーラ

ジンジャーエール

烏龍茶

さんぴん茶

うっちん茶

ミネラルウォーター

￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

￥300

Pinen apapplplee

Oranange

Grappefruit

Cokeke

GiGingngerer aalele

OoO lolong tea

SASANPN IN tea

UTU CHINN tteae

Mineral water

角ハイボール

ラムコーク

ジントニック

ウォッカトニック

スクリュードライバー

泡盛うっちん

泡盛さんぴん

泡盛シークァーサーサワー

グラスワイン（赤or白）

￥700

￥700

￥700

￥700

￥700

￥700

￥700

￥700

￥700

Rum Cookek

Gin tonicc

Vodka tonic

Screwddriver

AwAwamamororii UTUTCHCHININ

Awamamorori SASANPNPIN

AwAwamororii shshikikuwuwasaa

GlGlasass of winnee (R(Reded oor Whhitte)

紫の赤兎馬
宝山
ヘリオス紅一粋

割物セット
（割物はソフトドリンクより選択
  デキャンタ ＋ 氷）
Mix drink set (Choose from 
a soft drink decanter + ice)

Murasaki no Sekkitoba

Hozan

Heriusu Beni isss ui

焼酎　4合瓶　＋割物セット

Distilledd spirits (720ｃｃ) + Mix drdrininkk sesett

泡盛　4合瓶　＋割物セット
Awamori (72020ｃｃｃｃ)) ++ Mix drink sesett

￥4,500

￥7,000

￥4,400

￥13,000

￥7,000

￥6,000

ボデガスカリア (赤ワイン) 

シャトー・ムーラン・ド・ラ・リヴィエール (赤ワイン)
 

リンカーン・エステイト シャルドネ (白ワイン)

ボーモン・デ・クレイエール 
グランド レゼルヴ ブリュット (シャンパン)

三井の寿 
ワイン酵母でつくった純米吟醸 (日本酒・4合)

上善如水 純米吟醸 (日本酒・4合)

Boodedegagas CaCalllliaa ((ReRedd wine)

ChChatateae u Moulin de la Rivi ieree　(Red winee))

LiL ncn oln Estate Chardonnay (WWhite wine)

Grande Reserve Brutt (C( hampaggnen )

MiM i no Kotobukki (Sake 720ｃｃ)

Jozen Mizu no Gotoshi (Sake 720ｃｃ)

￥7,000

￥7,000

￥6,500

￥3,000

￥4,500

DrinkMenu
ドリンクメニュー

ソフトドリンク<Sofoft drinnk>k

アルコール<A<Alcoholol>>

ボトル<B<Botottltle>e>



AlcoholDrinkMenu
アルコール ドリンクメニュー All￥700

オリオンビール シャンディガフ
Orrioionn beb erer Shandy Gaffaff

ビールベース
～Beer base～

ビール<Beer>

ロック

水割り

お湯割り

ソーダ割り

On tthe rocckk

wiithth WWataterer

wiwitht HHotot wwataterer

wiwithth SSododaa

泡盛うっちん

泡盛さんぴん

泡盛シークァーサー

Awwama ori UTU CHHIN

AwAwammororii SASANPIN

AwAwamamoori shikuwwasasa

泡盛ベース
～Awamori base～

泡盛<Awamori>

アマレット

ブルーベリー

ノンアルコールカクテルもご注文いただけます。

Amaretto

Blueberry

ざくろ

グァバ
Pomemegrgrana ates

Guava

カシス

ピーチ
Cassis

PeP ach

ココナッツ

キウイ
Coconut

KiK wi fruit

パッションフルーツ
Passion fruit

Non alcoholic cocktail

その他カクテルございます<Other cocktails>

赤

白
RRed

White
キール

キティ
KiK r

Kitty

ワインベース
～Wine base～

ワイン<Wine>

ジントニック

ジンバック
GiGinn totoninic

GiGinn Buckck

ジンベース
～Gin base～

ラムオレンジ

ラムグレープ

ラムトニック

ラムコーク

ラムソーダ

Rumm Oranngeg

RuRumm Grrapapee

RuRummm totoninic　

RuRumm and Cola　

RuRumm anandd Soda　

ラムベース
～Rum base～

モスコミュール

スクリュードライバー

ブルドック

Moscow Mule

Screwdriver

Bulll dogog

ウォッカベース
～Vodka base～

テキーラサンライズ
Tequila Sunrize

テキーラベース
～Tequila base～

カクテル<Cocktail>

ロック

水割り
with Water

ハイボール

コークハイボール

ジンジャーハイボール

HiHighg baballll

Cola HHigghbhbala l

GiGinger hhigighbhbalalll

ウィスキーベース
～Whiskey base～

ウィスキー<Whiskey>



 Free-flowing DrinksMenu
飲み放題 ドリンクメニュー ￥3,000

オリオンビール シャンディガフ
Orrioionn beb erer Shandy Gaffff

ビールベース
～Beer base～

ビール<Beer>

ロック

水割り

お湯割り

ソーダ割り

On tthe rocck

wiithth WWataterer

wiwitht HHotot wwataterer

wiwithth SSododaa

泡盛うっちん

泡盛さんぴん

泡盛シークァーサー

Awwammori UTU CHHIN

AwAwamamororii SASANPIN

AwAwamamoori shikuwwasasa

泡盛ベース
～Awamori base～

泡盛<Awamori>

アマレット

ブルーベリー

ノンアルコールカクテルもご注文いただけます。

Amaretto

Blueberry

ざくろ

グァバ
Pomemegrgrana ates

Guava

カシス

ピーチ
Cassis

PeP ach

ココナッツ

キウイ
Coconut

KiK wi fruit

パッションフルーツ
Passion fruitt

Non alcoholic cocktail

その他カクテルございます<Other cocktails>

赤

白
ReRed

White
キール

キティ
KiK r

Kitty

ワインベース
～Wine base～

ワイン<Wine>

ジントニック

ジンバック
GiGin n totoninic

GiGin n Buckck

ジンベース
～Gin base～

ラムオレンジ

ラムグレープ

ラムトニック

ラムコーク

ラムソーダ

Rum m Oranngeg

RuRum m Grrapapee

RuRum m m totoninic

RuRum m and Cola　

RuRum m anandd Soda　

ラムベース
～Rum base～

モスコミュール

スクリュードライバー

ブルドック

Moscow Mule

Screwdriver

Bulll dogog

ウォッカベース
～Vodka base～

テキーラサンライズ
Tequila Sunrize

テキーラベース
～Tequila base～

カクテル<Cocktail>

ロック

水割り
with Water

ハイボール

コークハイボール

ジンジャーハイボール

HiHighghbaballll

Cola HHigghbhbala l

GiGinger hhigighbhbalalll

ウィスキーベース
～Whiskey base～

ウィスキー<Whiskey>




