
¥1,350
(税込�¥1,485)

ハンバーグ�ロコモコ�
Locomoco

 

¥1,350
(�� ¥1,485)

グリーンカレープレート
Green�chicken�curry�Plate

¥1,350
(�� ¥1,485)

トムヤムクンプレート�
Tom�yum�kun�plate

¥1,150
(�� ¥1,265)

パッタイ（えび/チキン）�
Padthai（shrimp/chicken）

ヴィーガンパッタイにも�更できます。（Vegan option available)

¥1,400
(税込�¥1,540)

フリフリチキンプレート�
Huli-huli�chicken�Plate

�� ¥200（��）でソイミートに�更できます。（+¥200Vegan option available)
スパイスを⾜して�さを��することが可�です。（Spicy or Not spicy）

¥1,350
(�� ¥1,485)

ガパオライスプレート
Gapao�rice�plate

¥1,500
(�� ¥1,650)

ガーリックシュリンププレート
Garlic�shrimp�Plate

11:30-15:00

★プレートメニューは「ジャスミンライス」

「サラダ」「ポテト」が付いています。

�� ¥200（��）で「ジャスミンライス」を「ロティ」に�更できます。

All plate menu comes with french fries,jasmine rice and a salad.
It costs 200yen（intax）to change jasmine rice to roti.

During lunch menu you can order all drinks discount of ¥200 at this time!

�てのドリンクがプレートとセットで200円�きです。

Lunch�

★

★

★

★

★

焼き上がりまで10�ほどお時間がかかります。（It takes 10 minutes to cook）

★



�Appetizer

スモークサーモンのカルパッチョ
Smoked�salmon�carpaccio

Regular�￥1,450
Half�￥750

(税込￥825)

(税込￥1,595)

とろけるクリームチーズワンタン
Fried�cream�cheese�wonton

￥600
(税込￥660)

⽣ハムとオリーブの盛り合わせ
Prosciutto�&�olive�

￥380
(税込￥418)

ミニトマトと
モッツァレラチーズのカプレーゼ
Mini�Tomato�&
mozzarella�cheese�caprese

￥500
(税込￥550)

ガーリック枝⾖
Garlic�edamame

￥500
(税込￥550)

タイ⾵スイートチリ枝⾖
Thai�style�sweet�chili�edamame

￥500
(税込￥550)

フレッシュ野菜のバーニャカウダ
Fresh�vegetables�bagna�cauda

￥1200
(税込￥1320)

スモークサーモンとクリームチーズカナッペ
Smoked�salmon�&�cream�cheese�canapé

3P�￥750
(税込￥825)



Soup

Salad

グリーンサラダ 
Green�salad

Regular�￥750
Mini�￥380

(税込￥418)

(税込￥825)

⽣ハムと沖縄パインのサラダ
Prosciutto�&�okinawan�pinapple�salad

Regular�￥950
Mini�￥600

(税込￥660)

(税込￥1,045)

スモークサーモンとクリームチーズのサラダ
Smokedsalmon�&�cream�cheese�salad

Regular�￥1,250
Mini�￥650

(税込￥715)

(税込￥1,375)

ガーリックシュリンプサラダ
Garlic�shrimp��salad

Regular�￥1,450
Mini�￥750

(税込￥825)

(税込￥1,595)

★シーザードレッシング�or�ゴマドレッシングから1種類お選びいただけます。
★サイズもお選びください。
Choose�from�Caesar�or�Sesame�Dressing.�Choose�your�size.

コーンポタージュ
corn�potage

￥500
(税込￥550)

￥1,150
(税込￥1,265)

⾃家製ハーブと有頭海⽼のトムヤムクンスープ
Tom�yum�kung�soup�with�Homemadeherbs
and�Headed�Shrimp



Fried�food�Menu������

2P�￥350
4P�￥600
(税込￥385)

(税込￥660)

ダブルチキン（スパイシー.���/オランディーズ）
Double�chiken（spicy�/Hollandaise）
2種類のソースからお好きな味と
数量をお選びいただけます。
※Choose�your�favorite�flavor�&�quantity.

�8P�￥1,200
(税込￥1,320)

フライドポテト
French�fries�

￥550
(税込￥605)

フレーバーポテト�Flavor�fries�
・アンチョビガーリック�Anchovies�garlic�
・チリ＆レモン�Chili�&�lemon
・パルメザンチーズ＆ブラックペッパー�
 ParmesanCheese�&�black�pepper

￥750
(税込￥825)

2P�￥400
4P�￥750
(税込￥440)

(税込￥825)

春巻き
Spring�Rolls

とろけるクリームチーズワンタン
Fried�cream�cheese�wonton

￥600
(税込￥660)

若鶏の唐揚げ
Fried�chicken
+50円でスイートチリソースをお付けできます。
�opption�:�sweet�chili�sauce�+¥50(tax�included).

2P�¥300
(税込￥330)

4P�￥550
(税込￥605)

若鶏の唐揚げ4P+フライドポテトコンボ
Fried�chicken�4P�+�French�fries�combo

￥950
(税込¥1,045)



シュリンプ�アヒージョ�バゲット付
Shrimp�Ajillo�(Garlic�sauce)
With�bread

￥950
(税込￥1,045)

Hot�food�Menu������

鶏挽き⾁のバジル炒め レタス包み
Stir-Fried�chickenminced�lettuce�wrap
※ヴィーガンの⽅は追加�¥200（税込）でソイミートに変更可能
Vegan�option�:�¥200(tax�included).�soymeat

￥850
(税込￥935)

フリフリチキン
Huli�Huli�Chicken

￥1,100
(税込￥1,210)

ガーリックシュリンプ
�Garlic�shrimp

￥1,300
(税込￥1,430)

⾃家製ハーブのグリーンチキンカレー
（ジャスミンライス�付き）

Homemadeherbs�Green�chicken�curry�with�jasmine�rice
追加�¥200（税込）で「ロティ」に変更できます。
Green�chicken�curry�with�Jasmine�rice�
If�you�order�,�you�can�change�it�to��Roti��for�an�additional�¥200�(tax�included).

￥1,150
(税込￥1,265)

ハンバーグロコモコ
Loco�Moco�

￥1,350
(税込￥1,485)

￥1,350
(税込￥1,485)

⾃家製ハーブと有頭海⽼のトムヤムクンヌードル
Tom�yum�kung�noodle�with�Homemadeherbs
and�Headed�Shrimp

パッタイ（えび/チキン/ヴィーガン）
padthai（shrimp/chicken/vegan）

￥1,350
(税込￥1,485)



Kids�meal��

サニープレート
Sunny�plate

1ドリンク付き
（オレンジ・アップル・マンゴー）
1Drink（orange・apple・mango）

￥850
(税込￥935)

ロティ
Roti

￥450
(税込￥495)

ジャスミンライス
Jasmine�Rice

￥300
(税込￥330)

Single�dish

Dessert

カシューナッツロティ
cashew�nuts�Roti

￥750
(税込￥825)

バニラアイス
vanilla�ice�cream

￥350
(税込￥385)

塩ちんすこうアイス ￥450
(税込￥495)Okinawan�salt�Chinsuko�vanilla�ice�cream



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

OkinawanSmoothie

ALL ￥750
（税込￥825）

ビーツのスムージー                             
Beetroot smoothie
スーパーフードと言われるビーツとミネラルたっ
ぷり黒糖のスムージー。血流を促し、リラックス
させてくれる成分が含まれています。

マンゴー・パイン・ココナッツミルク
mango・pineapple・coconutsmilk

ウッチンのスムージー　　　
Turmeric smoothie
沖縄ではウコンのことをうっちんといいます。
胃腸を整えてくれる漢方としても使われるうっ
ちんは、2日酔いや食べ過ぎにピッタリです。

ビーツ・黒糖・バナナ・シナモン
beats・brownsugar・banana・apple
cinnamon

長命草のスムージー
Peucedanum japonicum smoothie
沖縄に自生する長命草やさし草は古くから薬と
して使われてきました。日常の疲れをとり、美
容効果が高いスムージーです。

うっちん・バナナ・シークワーサー・ハチミツ
cinnamon・banana・seeker・honey

長命草・さし草・バナナ・ハチミツ
Okinawan medicinal herbs ・banana・honey

沖縄県産の食材を使ったスペシャルスムージー！
The special smoothie made with Okinawan food !



沖縄フローズンピニャコラーダ 
Okinawan frozen Pina colada

R e c o m m e n d

（税込￥1,045）
¥　950きび糖シークワーサーマルガリータ 

cane suger shekwasha Margarita

（税込￥1,045）
¥　950

D R I N K  M E N U

ウイスキー　Whisky
（ソーダ割/ロック/水割/お湯割り）
（soda/rock/
　with water/hotwater）

（税込￥715）

（税込￥605）

Orion生ビール
Orion draft beer

赤／白　ワイン　　  　 
Red/white Wine   　  

（税込￥605）
¥　550

（税込￥660）
¥　600

（税込￥2200）
¥ 2000

¥　650

¥　550
Bottle

Orionノンアルコールビール
Orion Non Alcohol beer

泡盛 Awamori
（ソーダ割/ロック/水割/お湯割り）
（soda/rock/
　with water/hotwater） （税込￥605）

¥　550

ミモザ（オレンジorパインorマンゴー）
  スパークリングワインとジュースのカクテル
  お好きなジュースをお選びください。　　　　　　　　　　　　　　　
Mimosa（Orange or Pineapple or Mango）

スパークリングワイン　
Sparkring Wine

オリジナルカクテル！Original cocktail！

リキュールとジュースを選んでお好みのカクテルをご注文ください
　リキュール　【ジン・ウォッカ・ラム・ピーチ】
　ジュース　　【トニックソーダ/ソーダ/オレンジ/
                          マンゴー/ジンジャーエール/コーラ】
Please choose alcohol and juice
　Liqueur　　 【Gin/Vodka/Rum/Peach】
　Juice　  　　【tonic soda /soda/orange
     　           　　　/mango/gingerale /coke】
 　  

（税込￥825）
 ¥　750

C O C K T A I L S
（税込￥715）
¥　650

Glass

（税込￥660）
¥　600Glass

カクテル人気ランキング
cocktail　ranking

・ジントニック GinTonic

・モスコミュール Moscow Mule
  （ウォッカ＋ジンジャジェール）

・スクリュードライバ Screwdriver
  （ウォッカ＋オレンジジュース）

・さんぴん茶ピーチ Jasmineteapeach

・ラムコーク Rumcolk

・ピーチオレンジ　PeachOrange

・ジンバック Ginbuck
   （ジン＋ジンジャエール）



珈琲専科LOOPのHOTコーヒー
HotCoffee by Loop roastery
沖縄市に位置するコーヒーと焼き菓子のお店
珈琲専科LOOPさんのオリジナルブレンドです。

N O N - A L C O H O L

オレンジジュース                             
Orange juice

パイナップルジュース　　　
pineapple juice

アップルジュース
Apple juice  　

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

                       カフェラテ
Latte

 
シナモン ラテ

                  Cinnamon Latte
 

　　　　　　　キャラメル ラテ
Caramel Latte

 
                 チョコレート ラテ
                 Chocolate Latte

 
　　　　タイティーラテ

　Thai Tea Latte
 

（税込￥715）
¥　650

（税込￥715）
¥　650

（税込￥495）
¥　450

（税込￥495）
¥　450

（税込￥495）
¥　450

（税込￥495）
¥　450

（税込￥495）
¥　450

（税込￥495）
¥　450

ICEコーヒー
Ice Coffee

紅茶（HOT / ICE）
tea

タイティー（HOT）
thaitea straight 

（税込￥605）

（税込￥550）

（税込￥715）
¥　650

（税込￥605）
¥　550

（税込￥715）
¥　650

（税込￥715）
¥　650

（税込￥715）
¥　650

C A F É  

（税込￥715）
¥　650

（税込￥495）
¥　450

D R I N K   M E N U

R e c o m m e n d

きび糖の自家製レモネード（HOT / ICE）
Homemade lemonade with Okinawan brownsugar
レモンの果肉をミキシングして沖縄のきび砂糖と煮詰めました。
ミネラルたっぷり、果肉感を感じていただけるスペシャルレモネードです。

沖縄産ハイビスカスソーダ（HOT／ICE)
Okinawan Hibiscus soda
沖縄産ハイビスカスをシロップ漬けにしたコーディアルです。
ゴロゴロベリーと一緒にたっぷりのビタミンCを！

マンゴージュース
Mango juice 　

コーラ 
Coke

ジンジャエール
Ginger ale

さんぴん茶（HOT / ICE）
Jasmine tea

（税込￥550）
¥　500

¥　550
 

（税込￥550）
¥　 500

（HOT / ICE）

¥　500

Latte


