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

Menu Menu for Glamping / BBQ Restaurant



セットメニュー

SetMenu
彩バーベキュー島野菜コース
いろどり

VeVegegetatablblee BBBBQ coouru se

￥4,800

カリフラワーとたっぷりネギのミルクスープ  

ジャンボマッシュルームのステーキ アスパラ添え  

こだわりの珊瑚焙煎コーヒーとひんやりシャーベット 

焼き野菜のバーニャカウダ 

MiM lklk ssououpp wiwithth cauauliflflower aand plentnty y onioionn

BiB g mushroom steakk wwithh aspararaguguss

Commitmental coral roasted cofffeee and cool sheerbbet

Grillleledd vevegegetablbles Baggnaa ccauaudada

石垣牛カルビ  

12種野菜のチョップドサラダ 

Select Menu C orD

丸ごと葱の豚焼き  

ムール貝とあさりの泡盛蒸し  

Ishigakii BBeef CaalvlviCalvi

1212 kkinndsds oof f vevegegetat ble chopped salad

Porkrk mmeaeatt rollleded ggrereenen oonin onn

MuMussssele s and clclamams steamemed withth awawamomorir  

D．
C.

B.
A.
Select Menu AorB

CかDの料理から一品お選びください。

AかBの料理から一品お選びください。



SetMenu
セットメニュー

焼き野菜のバーニャカウダ 

カリフラワーとたっぷりネギのミルクスープ

ジャンボマッシュルームのステーキ アスパラ添え  

［セレクトメニューA］
ムール貝とあさりの泡盛蒸し 

［セレクトメニューB］
丸ごと葱の豚焼き

［セレクトメニューC］
12種野菜のチョップドサラダ 

［セレクトメニューD］
石垣牛カルビ



AdditionalMenu
追加メニュー

石垣牛特上ロース

石垣牛特上カルビ

石垣牛モモ肉

八重山そばの焼きそば

もずく酢

海ぶどう

¥2,500

¥1,400

¥1,200

¥800

¥400

¥400

Ishih gagakiki bbeeeef f - SpSpececiaiall sisirlrloioin

IsIshihigag kiki bbeeeef f - SpSpececiaiall ririb

IsI hihiggaki beef - RoR unndd

FFriei d nooododleles

MoMozuzukku vineggarar

Sea grgrapapeses

石垣牛特上ロース 石垣牛モモ肉

八重山そばの焼きそば

石垣牛特上カルビ

もずく酢 海ぶどう



AdditionalMenu
追加メニュー

クラッカー

豚ジャーキー

シークワサーフライドポテト

焼きおにぎり（づけ卵）

焼きおにぎり（タコスミート）

焼きマシュマロ

モナカアイス

¥200

¥400

¥400

¥300

¥300

¥300

¥300

Crracckekerr

PoPorkrk jjererkyky

ShShikikuwasa frennchc ffrir es

GrGrilledd riricece ball ( Seasa oned eggg )

GrGrillleledd rice bbalalll ( Tacoo mmeeat )

Grillleledd mamarshmalloww

MoMonan ca iicece ccreamam

クラッカー 豚ジャーキー シークワサーフライドポテト

焼きおにぎり 上：づけ卵　下：タコスミート 上：焼きマシュマロ　下：モナカアイス



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

カクテル<Cocktail>

オリオンビール 
Orioionn bebeere

シャンディガフ
Shhanandydy GGafafff

泡盛
Awwammori

芋
ShShochu mmade from potato

焼酎<Shochu>ビール<Beer>

ロック

ジンジャーハイボール
On theh  rockk

Gingerr hhigighbhball

水割り
wiithth WWataterer

ウィスキー<Whiskey>
グラスワイン赤

グラスワイン白
Glass of wine red

Glass of wine white

ワイン<Wine>

Cassis

Dita 

Peach

Passoa 

Malibu

Hypnotic

MIDORI

Mangoyan

カシスソーダ / カシスオレンジ / カシスグレープフルーツ / カシスパイン / カシスウーロン / カシスさんぴん

ディタトニック / ディタソーダ / ディタオレンジ / ディタグレープフルーツ / ディタパイン / ディタウーロン / ディタさんぴん

ピーチソーダ / ファジーネーブル / レゲエパンチ / ピーチパイン / ピーチグレープフルーツ

パッソアソーダ / パッソアオレンジ / パッソアグレープフルーツ / パッソアパイン

マリブコーク / マリブオレンジ / マリブパイン / マリブグレープフルーツ

ヒプノトニック / ヒプノソーダ / ヒプノオレンジ / ヒプノグレープフルーツ / ヒプノパイン

ミドリソーダ / ミドリオレンジ / ミドリグレープフルーツ / ミドリパイン　

マンゴヤンソーダ / マンゴヤンオレンジ / マンゴヤングレープフルーツ / マンゴヤンパイン

カシス

ディタ

ピーチ

パッソア

マリブ

ヒプノティック

ミドリ

マンゴヤン

Cassis soda / Cassssisis oraorangenge / / CasCassissis grg apeapefrufruit i / Cassis pinneapeappleple / Casa sissi ooolonl g /g  Cassis SANPIN tea

Dita toninic /c / DiD tata sodsoda /a / DiDita ta oraorannge / / DitDita grapefruit / Deta pineapple / Dita oolong / Dita SANPINN tea

PeaPeach c sodda /a / FFuzzy navel / Reggaeae punch / Peach h pinpineapple / Peach grapefruit

PasPassoasoa soda / Passoa orangege / / Passoa grapepefruit / Passoa a pineapple

Malibu cork / Malibu oraangenge / / Malibuib  pineapple // Malibu ggrapapefrfruit  

Hypnotic tonic / Hypnotiic sc oda / Hypnotic orange / Hypnotic grapefe ruit / Hypnotic pineapple

MIDORI soda / MIDORI orange / MIDORI grapefruit / MIDORI pineappplepl

Mangoyan soda / Mangoyan orange / Mangoyan grapefruit / Mangoyan pineapple 　

ウォッカトニック

モスコミュール

スクリュードライバー

ブルドック

VoVodkd a a ToToninicc

Moscow Mullee

Screw driver

Bull dog

ウォッカベース
～Vodka base～

リキュールベース ～Other cocktails～

ジントニック

ジンリッキー

ジンバック

ジンオレンジ

ジングレープフルーツ

ジンパイン

Gin tot nic

GiG n n ririckckey 

GGin bub ckk

Gin n ororana ge 

GiG n grrappefruit

Gin n pipineneapapplplee   

ジンベース
～Gin base～

テキーラトニック

テキーラコーク

テキーラサンライズ

テキーラ
グレープフルーツ

TeTeququilaa totoninicc

TeTequila anandd CoCola

TeT quila Sunrise

Teeququilili aa ggrarapepefruitt

テキーラベース
～Tequila base～

ラムリッキー

ラムコーク

ラムバック

ラムオレンジ

ラムグレープフルーツ

ラムパイン

Ruum riickckeyey  

RuRum m anand d CoColala

RuRum back

Rum orange

Ruum grapefruit

Rum pineapple　　

ラムベース
～Rum base～

ハイボール

コークハイボール
Highbaalll

CoC la Highbh alll



パイン100%

コーラ

烏龍茶

Pineapple 1000%0%

Colaa

Ooololongng tea

オレンジ100%

ジンジャーエール

さんぴん茶

OrOranangege 10000%%

GiGingngerer aalel

SANPINN tea

グレープフルーツ

うっちん茶

Grapefruruit

UTTIN tea

￥4,500

￥7,000

ボデガスカリア 

シャトー・ムーラン・ド・ラ・リヴィエール

赤ワイン Red wine

Bodegas CaCallia 

Chateauu MoM ulinin ddee lala RRiviviieree

￥4,400リンカーン・エステイト シャルドネ
白ワイン White wine

LiLincncolo n Estate Chahardr onnayy

￥13,000
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 Champagne

Beaumont des Crayeres Grande RRese erve Brut

Soft DrinkMenuSoft DrinkMenu

BottleMenu

ソフトドリンク All￥５00 

ボトル



 Free-flowing DrinksMenu
飲み放題 ドリンクメニュー ￥2,000／2時間（お一人様）

※コース利用・BBQ時間貸しご利用のお客様対象です。

Coke Ginger ale 　   pini eapple   Orangeg  SANPIN tea
コーラ　　　ジンジャーエール　　　パイン　　　オレンジ　　　さんぴん茶

カクテル<Cocktail>

ソフトドリンク<Soft drink>

泡盛
AwAwamamori

芋
Shhocochuhu mmadadee fromm ppototato

焼酎<Shochu>

グラスワイン白
Gllass off wine white

グラスワイン赤
Glasss off wwininee reredd

Cassis

Peach

Mangoyan

カシスソーダ / カシスオレンジ / カシスグレープフルーツ / カシスパイン / カシスウーロン / カシスさんぴん

ピーチソーダ / ファジーネーブル / レゲエパンチ / ピーチパイン / ピーチグレープフルーツ

マンゴヤンソーダ / マンゴヤンオレンジ / マンゴヤングレープフルーツ / マンゴヤンパイン

カシス

ピーチ

マンゴヤン

Cassis sosoda / Cassssis is oraorange // CasCaC sis grgrapeapefrufruit it / C/ Cassassis is pineapple / Cassis oolong / Cassis SANPIN tea

Peach sodda /a / FuFuzzyzzy nanavelvel / / RegReggaegae punch / PeaP ch ch pineapapple / PeaPe ch grapefruiu t

Mangoygoyanan soda / / MaMangongoyanyan orangnge / Mangon yan grapepefruit / Mangoyan pineapple 　　

ウォッカトニック

モスコミュール
Vodka Tonicc

Moscow Mule

ウォッカベース
～Vodka base～

リキュールベース ～Other cocktails～

ジントニック

ジンバック
Gin tonic

Giinn buck

ジンベース
～Gin base～

ラムコーク

ラムバック
RuR mm anandd Cola

RRum babackc

ラムベース
～Rum base～

ロック

ハイボール

コークハイボール

OOn the rock

HiHighghbab ll

Coolala Highbbalall

水割り

ジンジャーハイボール
with WWater

Ginger highball

ウィスキー<Whiskey>

ワイン<Wine>



 Free-flowing DrinksMenu
飲み放題 ドリンクメニュー ￥3,000／2時間（お一人様）

※コース利用・BBQ時間貸しご利用のお客様対象です。

Coke Ginger ale    pini eapple   Orangeg SANPIN tea
コーラ　　　ジンジャーエール　　　パイン　　　オレンジ　　　さんぴん茶

カクテル<Cocktail>

ソフトドリンク<Soft drink>

オリオンビール ※コースご利用のお客様には
　生ビール、時間貸しのお客様には
　缶にてご提供いたします。Orrion beere

泡盛
AAwamori

芋
ShShoco hu made fromm potato

焼酎<Shochu>ビール<Beer>

ロック

ジンジャーハイボール
On theh  rocockk

Giingnger hhigighbhbalalll

水割り
wiw th Water

ウィスキー<Whiskey>
グラスワイン赤

グラスワイン白
Glass s of wine red

Glass of wine whwhite

ワイン<Wine>

Cassis

Peach

Hypnotic

Mangoyan

カシスソーダ / カシスオレンジ / カシスグレープフルーツ / カシスパイン / カシスウーロン / カシスさんぴん

ピーチソーダ / ファジーネーブル / レゲエパンチ / ピーチパイン / ピーチグレープフルーツ

ヒプノトニック / ヒプノソーダ / ヒプノオレンジ / ヒプノグレープフルーツ / ヒプノパイン

マンゴヤンソーダ / マンゴヤンオレンジ / マンゴヤングレープフルーツ / マンゴヤンパイン

カシス

ピーチ

ヒプノティック

マンゴヤン

Cassis sosoda / Cassssisis oraorange // CaCasC sis grgrapeapefrufruit it / C/ Cassassis is pini eapple / Cassis oolong / Cassis SANPIN tea

Peach sodda /a / FuFuzzyzzy nanavelvel / RegReggaegae punch / PeaP ch ch pineapapple / PeaPe ch grapefruiu t

Hypnotnotic ic totonic / H/ Hypnypnotiotic sc odaoda // HypHy notic i orange / HypHypnotic grapefruit / Hypnotic pineapple

MMangoyan soda / MMangoyany  orange / Mangoyan grapefpefruir t / Mangon yan pineaeapplpp e e 　　

ウォッカトニック

モスコミュール
Vodka Tonic

Moscow Mule

ウォッカベース
～Vodka base～

リキュールベース ～Other cocktails～

ジントニック

ジンバック
Gin tonic

Giinn buck

ジンベース
～Gin base～

ラムコーク

ラムバック
RuR mm anand d Cola

RRum babackc

ラムベース
～Rum base～

ハイボール

コークハイボール
Highball

Cola Highbh alll



BBQ lend in time
BBQ場所貸し

営業時間
基本料⾦

11：00〜 ［最終スタート時間 20：00］

施設使⽤料 ： ￥1,000／2時間（お⼀⼈様）

延 ⻑ 料 ⾦ ： 開始前の延⻑ ￥1,000／1時間（お⼀⼈様） 
 開始後の延⻑ ￥1,500／1時間（お⼀⼈様）

※ブース使用時間 ： 最短2時間　 
※ブース予約が入っている、又は入った場合の延長は不可になります。事前に延長希望時間をお知らせください。

※食材・飲料の持ち込み自由です。　　※ゴミはこちらで処分致します。　　※ご利用ブースはこちらで決めさせていただきます。
※プールのご利用頂けます。（タオルはレンタル1枚1000円）　プールサイドでの飲食はご遠慮ください。　　

● グリルセット（BBQグリル・網・テフロンシート） × 1グループ1個（何名でも）
● 調理器具セット（包丁・まな板・キッチンバサミ・菜箸・キッチンタオル・鍋つかみ） × 1セット
● お皿セット（平皿・深皿・コップ・割り箸・フォーク・スプーン・紙おしぼり） × 人数分
● 炭×2kg 　● チャッカマン×1 　● 着火剤×1 　● 手袋×2 　● 炭用トング×1 　● 調理用トング×１

焼き肉セット（牛肩ロース肩100g・豚バラ50g・鶏モモ50g） ￥1,000

単品お肉

焼き野菜セット
（玉葱・南瓜・パプリカ・オクラ・アスパラ 各4切）

石垣牛特上ロース 80g 
石垣牛特上カルビ 80g
石垣牛もも肉 80g 

チョップドサラダ
焼きそば
ご飯 200g
焼きマシュマロ
モナカアイス 

 ￥3,000
￥1,700
￥1,400
￥1,000

￥1,200
￥500
￥200
￥300
￥300

食材（1人前～）内容

● グリルセット（BBQグリル・網・テフロンシート） 1台 × ￥2,000
● 調味料セット （焼肉のたれ 200cc・塩・コショウ） ： ￥600
● 炭1ｋg: : ￥400 ● 氷1.5kg ： ￥500 ● クーラーボックス ： ￥500 ● 鉄鍋 ： ￥300

 各￥100  ● 着火剤 ● 手袋 ● 調理用トング ● 包丁 ● まな板 
 ● キッチンばさみ ● 平皿 ● 深皿 ● コップ ● フォーク ●  スプーン  

追加機材

［　飲み放題料金　］
［飲み放題延長料金］

 ￥2,000円／2時間（お⼀⼈様）または ￥3,000／2時間（お⼀⼈様）

開始前の延長 ￥1,000／1時間（お⼀⼈様）

開始後の延長 ￥1,500／1時間（お⼀⼈様）

ドリンクメニュー 

BBQレンタルセット機材
※基本料金に含まれます。

※ドリンクメニューは飲み放題のみとなります。 
※沖縄県在住の方には飲み放題料金より［島割り ￥500 OFF］させて頂きます。ご住所の分かるものをご提示ください。

単品メニュー



塊肉
 石垣牛カルビ　1ｋｇ　（1週間前予約）  ￥18,000

LuL mp MMeaeatt
IIshshigigakaki BeBeefe  ribbs s 1k1 g

(NNececesessaaryry too mamake a rrese ervaatitiono  1week before)

ガザミ （1週間前予約）  　時価
PoPortrtununusus triritutubeb rculatus

(N(Nececesessasaryry tto maakeke aa rreseserervavatiionon 1weweekek bbefe ore))

豚1頭丸焼き （10日前予約）  ￥58,000
A A roroasa t pig whole

(N(Nececesesssaryry ttoo make a reservation 10ｄays beforere)

AdditionalMenu
要予約追加メニュー



 FreshDrinksMenu
フレッシュドリンクメニュー

丸ごとパイナップルジュース

￥1,500
Pineapplplee jujuicee ofo  whole frui ti

フレッシュパインジュース
（グラスでご提供いたします）

￥700
FrFresesh h PiPineapple juice （with a glass）

※There is the case where we can't provide 
   you with them depending on the condition 
   of procuration.

※仕入れの状況により提供できない場合があります。


