
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



島野菜バーベキューセット
VeVegegetat bllee BBQQ sesett

￥3,900

島野菜のグリル（バーニャカウダソース添え）

ムール貝とあさりの泡盛蒸し  

丸ごと葱の豚焼き  

ジャンボマッシュルームのステーキ アスパラ添え  

石垣牛カルビ  

GrGrililleled d  island vegeetatablbles

MuMusssselelss aand cllamamss steamed withh awamomorii 

Pork meat rolleded ggrer enn oninionon

Big mumushshrooomom ssteteakak wwitith h asa paparar gus

Ishigaki Beef f -- BBoneless Short Ribb

セットメニュー

SetMenu



セットメニュー

SetMenu
【石垣牛】食べくらべバーベキューセット

IsIshihigagakiki BBeeeef f BBBQQ ses t

￥4,300

島野菜のグリル（バーニャカウダソース添え）

ムール貝とあさりの泡盛蒸し  

丸ごと葱の豚焼き

石垣牛モモ

石垣牛カルビ  

  

GrGrililleledd  island vegeetatablbles

MuMusssselelss aand cllamamss steamem d withh awamomoriri 

Pork meat rolleded ggrer enn oninionon

Ishigagakiki Beeeef f - RoRounu dd

Ishigaki Beef f -- BBoneless Short Ribb



SetMenu
セットメニュー

ムール貝とあさりの泡盛蒸し 

丸ごと葱の豚焼き

石垣牛カルビ

ジャンボマッシュルームのステーキ アスパラ添え  

島野菜のグリル



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

¥2,600

¥1,500

¥1,300

¥600

¥500

¥500

Ishih gagakiki bbeeeef f - SuSupper r DeDeluluxex  loinn

IsIshihigag kiki bbeeeeff - SSupuperer DDeleluxxee Chuckk RiR bff

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

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）

ごはん

焼きマシュマロ

モナカアイス

¥500

¥500

¥400

¥400

¥350

¥400

¥400

Poorkrk jjerrkyky

ShShikikuwwasasaa frfrenenchch ffririeses

GrG ilillel dd rice bbalalll ( SeSeasoned eggg )

GrGrilledd riricece ball ( Tacoc  meat ))

RiR cece

Grillleledd mamarshmalloww

MoMonan ca iicece ccreamam

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 

ル ボルドー ド モーカイユ

赤ワイン Red wine

Bodegas CaCallia

Le Borrdedeaux DeDe MMauaucacailillolou

￥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場所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場所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、場所貸しのお客様には
　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］完全予約制

施 設 使 ⽤ 料
延  ⻑  料  ⾦
⽕起こしセット

 ：  ¥1,200 ／ 2時間（お⼀⼈様）

 ：  ￥600 ／ 1時間（お⼀⼈様）

 ：  ¥1,200 ／ 炭×3kg・チャッカマン×1・着⽕剤×2・⼿袋×1
    炭⽤トング×1（1グループにつき）

※ブース使用時間 ： 最短2時間
※１グループにつき火起こしセット代1,200円別途必要になります。　 
※ブース予約が入っている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。　　※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。　
※ゴミの分別をお願い致します。（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。　

● 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・調理用トング） × 1セット
● お皿セット（平皿・深皿・コップ・箸・フォーク・スプーン・紙おしぼり） × 人数分
● ゴミ袋(分別用)×3枚

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 

焼きそば
ご飯 200g
焼きマシュマロ
モナカアイス 

 ￥3,000
￥1,800
￥1,500
￥1,000

￥600
￥300
￥400
￥400

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）

￥1,000／1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。

※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

ソフトドリンク￥500～　アルコール￥700～



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

スムージー
Smoothie

※テイクアウトも出来ます。　You can also take out.

丸ごとパイナップルジュース

￥1,500
PiPineneapple juice ofof wwhoholele ffrui t

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
Frresesh h PiP neneapa plee jujuicicee（（wiwithth a gglalass）

※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。

マンゴースムージー

￥600
Mango smmooootthie

パイナップルスムージー

￥500
Pineapple smoothie



 PizzaMenu
自家製釜土焼き ピザメニュー

We offer a pizzaa kikilnln ggririllllining g exexpeperirienencece.（Reseservatatioionsns aaree rreqequiuirered．d．ppleleasasee asaskk thhee ststaffa .））
ピザの窯焼き体験行っております。（要予約・詳しくはスタッフまで）

大￥1,300
小￥1,000

マルゲリータ
（トマトソース・モッツアレラ・バジル）

MaM rgggghehehh rir ta PPPPizizizzzzazaaaa 
(ToTo(Tomatmatma o sssssaucaucu ee，mom zzarelllala，basil)l))

※天候や状況により予約時間の変更、あるいはピザ窯の使用自体ができない場合があります。
※Changing reservation timem aaccccorordidingng tto weweatatheherr aand circummummststananceess,
　The use of the pizza kiln itselff mam y nonott bbe posossiible.e

トッピング<Ｔopping>
オクラ

ブロッコリー

パプリカ

アスパラ

ズッキーニ

オリーブ

Okra

ＢrＢrocccoli

Ｐaprika

Asparagus

Ｚucchini

Olive

￥100

￥100

￥100

￥200

￥200

￥250

アンチョビ

パンチェッタ

ベーコン

ドライトマト

チーズ増し

AnAnchc oviees

PaPancncetettaa

ＢaＢacocon

DrDryy tomamatoto

InI creasee ccheese

￥200

￥400

￥400

￥400

￥300



沖縄かれーそば
南ぬ PAINU

Local Cuisine
沖縄そば

沖縄そば（ラフテー付）

沖縄かれーそば

沖縄ちーずかれーそば

トッピングチーズ

￥600

￥800

￥800

￥900

￥100

OkOkini awa sobaa ((withh rafter)

OkOkininawawa cuurrr y sobab

Okkininawawa chcheee se ccururryry ssobobaa

ToToppppinngg chcheeeese




