グリーンチキンカレー
Green chicken curry

¥1,350

フレッシュハーブとココナツミルクがやみつきになる
クリーミー＆スパイシーカレー。ココナツシュガーを使って
からだにも嬉しい一品に仕上がりました。

ヴィーガンレッドカレー
Vegan red curry

¥1,350

野菜と昆布の旨味をベースにかぼちゃが溶けるまで
ゆっくり煮込みました。フレッシュハーブが香ります。

トムヤムクンスープ ¥1,350
”Tom yum kun” soup
沖縄の太陽をたっぷり浴びたレモングラスと色々な
ハーブが爽やかなタイ料理の王様メニュー。
有頭エビがコクがさっぱりながらも濃厚な味わいです。

ガーリックシュリンプ
Garlic shrimp

¥1,400

新登場のハワイアンメニューです！
プリプリのエビを沖縄の塩“しままーす”と
自家製のハーブバターでソテーしました。

＜1日10食限定！＞
フリフリチキン
¥1,450
Huli-Huli Chicken
こちらも新登場のハワイアンメニューです！
沖縄の塩“しままーす”やハーブに一晩ゆっくりと
漬け込んだ柔らかい鶏もも肉を焼き上げます。

ガパオライス
Gapao rice

¥1,350

トリのミンチとバジルをナンプラーで炒め
フライドエッグをトッピングした、香ばしい
かおりが食欲を掻き立てる１品です！

大豆からできたソイミートに変更できます
ご注文時、スタッフへお申し付け下さい。

￥950

グリル野菜のバーニャカウダ

フライドポテト
FRENCH FRIES

GRILLED VEGETABLES BAGNA CAUDA

生ハムと沖縄パインのシーザーサラダ
PROSCIUTTO OKINAWA PINEAPPLE

￥550

regular
mini

￥950
￥600

CAESARSALAD

アンチョビフライドポテト

￥650

ANCHOVY FRENCH FRIES

自家製ローストビーフの

regular ￥1350
mini
￥600

沢サラダ

HOMEMADE ROAST BEEF SALAD

春巻き
SPRING ROLLS

2P.

￥450

4P.

￥800

フライドチキン&ポテト
FRIED CHICKEN& FRENCH FRIES

￥850

￥980

ガーリックシュリンプ
GARLIC SHRIMP

フリフリチキン

￥1,100

HULI HULI CHICKEN

自家製ローストビーフ

￥1,850

ROAST BEEF

グリーンチキンカレー

￥1,200

（ジャスミンライス付）
GREEN CHICKEN CURRY
WITH JASMINERICE

ヴィーガンレッドカレー
トムヤムクンスープ

￥980

TOM YUM KUNG SOUP

￥1,200

（ジャスミンライス付）
VEGAN RED CURRY
WITH JASMINERICE

ガパオライス

￥1,100

GAPAO RICE

ジャスミンライス

※VEGAN MEET GAPAO RICE ＋200

サニープレート

￥250

JASMINERICE

￥850

SUNNY PLATE
1ドリンク付き(オレンジ・アップル・パイナップル・マンゴー)
1DRINK (ORANGE・APPLE・PINEAPPLE・MANGO)

Smoothies
マンゴーとパイナップルのスムージー
Mango and pineapple smoothie
南国フルーツたっぷりのごちそうスムージー

ビーツのスムージー
Beetroot smoothie
血行促進、抗酸化作用

ウッチンのスムージー
Turmeric smoothie
コレステロール＆血糖値改善、抗酸化作用、
二日酔い防止

長命草のスムージー
Peucedanum japonicum smoothie
アンチエイジング、抗酸化作用、血流改善

ALL ￥700

ALCOHOL DRINKS
¥550

Orion生ビール
Orion draft beer
赤／白 ワイン
Red/white Wine

Glass
Bottle

¥550
¥2,000

Orion瓶ビール
Orion bottle beer

¥650

ウイスキーハイボール
Whisky with soda

¥550

Cocktails
クラシックミモザ
パイナップルミモザ
[スパークリング
ワインベース]
Classic Mimosa
Pineapple Mimosa
¥650

ジントニック
Jin tonic

[ジンベース]

モスコミュール
Moscow mule

[ウォッカベース]

¥650
¥650

SOFT DRINKS
自家製レモネード
Homemade lemonade

￥650

ピニャコラーダ [ラムベース]
Pina colada

¥850

キューバリブレ [ラムベース]
Rum and coke

¥650

マルガリータ
Margarita

¥650

[テキーラベース]

カルフォルニアサーファー
[イエガーマイスターベース]
Ｃalifornia surfer

¥650

ホットティ
Hot tea

¥380

コーヒー ( Hot/Ice )
Coffee

￥380

Orionノンアルコールビール
Orion non alcohol beer

￥550

（沖縄きび砂糖使用のスペシャルレモネード）

ハイビスカスソーダ
Hibiscus soda

¥650

オレンジジュース
Orange juice

¥380

パイナップルジュース
pineapple juice

¥380

アップルジュース
Apple juice

LATTE

￥380

コーラ
Coca-Cola

¥380

ジンジャエール
Ginger ale

¥380

さんぴん茶
Jasmine tea

¥380

[HOT/ICE]

カフェラテ
Latte

¥500

シナモン ラテ
Cinnamon Latte

¥550

キャラメル ラテ
Caramel Latte

¥550

チョコレート ラテ
Chocolate Latte

¥550

￥500
あたたかいケーキにとろけるアイスクリーム
マンゴーと夢のひとときを..

Warm cake with vanilla ice cream and Mango

バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream

￥350

