沖縄県国頭郡本部町崎本部６７１－１

金沢カレー
三連覇

頂点の味

ラッシー（ヨーグルトドリンク）

ノンアル

コーヒー
フローズンカフェ・ラテ ...................５５０
Frozen cafe latte

ライオンコーヒー（ホット） ..............３８０
Lion Coffee （HOT)

アイスコーヒー...............................３３０
Ice Coffee

サルサチキン ￥５５０
サルサチキン .....................550
Salsa chicken

サルサポテト ¥440
サルサポテト
French fries

.......................440

Smoothie

Mango smoothie

ミックスベリー＆ビネガースムージー ５５０
Mixed berry smoothie

ピニャコラーダ ............................５５０
Pina colada smoothie

塩ポテトに変更できます

ドラゴンフルーツのスムージー ........５５０
Dragon fruit smoothie

Lassi

フライドガーリックシュリンプ ..880
Fried garlic shrimp

ラッシー（ヨーグルトドリンク）

辛口

¥1,100
L＋ 220

ダブルチキンマサラ

Non alcohol

ノンアル

ジン☆シークヮーサー .........................５５０

【人気No.1】ノンアルコールご当地カクテル

Nonalcoholic Gin Citrus depressa

カシス☆たんかん

.............................５５０

Nonalcoholic Cassis Citrus tankan

JUICE

マラサダアイス ........................... ４４０
バニラ

イチゴ

キャラメル

ハワイで最も親しまれている揚げたてのマラサダドーナツに冷た～いアイスクリームをサンド
熱くて冷たい新しい食感が海外でも話題に！ 予想の３倍美味しい♬

アマサダ／カラサダ.................２２０

マンゴージュース ..............................３３０

Malasada （Sweet ／ Spicy）

ブルーベリーラッシー ....................５５０

Pineapple Juice

アセロララッシー .........................６６０

Coca cola

アセロラ

Malasada Ice （Vanilla / Strawberry / Caramel / Acerola)

オレンジジュース ..............................３３０

Mango Juice

Acerola lassi

ジュース

沢山のテレビで
紹介されてます

パイナップルジュース .........................３３０
コーラ .............................................３３０
烏龍茶 .............................................３３０

Beach Side BBQ

手ぶらで今からバーベキュー
～手作り体験といっしょに～

バニラアイスクリーム ...................２８０
Vanilla Ice Cream

イチゴアイスクリーム ...................２８０

Strawberry Ice Cream

キャラメルアイスクリーム ..............２８０

チキンマサラ(ライス／ナン) ....８８０

Caramel Ice Cream

アセロラアイスクリーム ................２８０
Acerola Ice Cream

Chicken masala （Rice / Naan)
甘口

カシスマンゴー ..................................５５０

Cassis mango

Ice Cream アイスクリーム

...........１,１００

Double chicken masala

........................................５５０

Oolong Tea

大盛り

Spicy

Citrus depressa Sour

ストロベリーラッシー ....................５５０

Blueberry lassi

ダブルチキンマサラ

シークヮーサーサワー ........................５５０

Orange Juice

Strawberry lassi

..............770

ハイボール .......................................５５０

Highball

...........................５５０

キウイラッシー

Kiwi lassi

スパイシーヌードル
Spicy noodles

Orion draft beer

ドライゼロ .........................................５５０

マンゴーラッシー .........................５５０

紅芋コロッケ ......................280
Purple sweet potato croquette

お酒

Non Alcoholic Beer

Mango lassi

サルサ餃子 .......................550
Fried dumplings

Alcohol

Awamori

マンゴー＆シークヮーサースムージー５５０

お酒

生ビール（オリオンドラフト） ..................５５０

琉球泡盛

スムージー

スムージー

Shaved Ice

No Spicy

◉基本プラン ¥2,750
・ あぐー豚ロース 100g
・ 骨付きカルビ 100g
・ ソーセージ 2 本
・ オニオンスライス
・ ライス （＋￥５５０でカレーに変更）
・ コーラ又は烏龍茶

かき氷

セルリアンブルーのかき氷...４４０

あぐートマト＆チキン

Shaved ice Cerulean Blue

...........１,１００

シークァーサー、パイン、マンゴー
練乳で、沖縄の海と太陽を表現

Agu pork & chicken tomato curry

あぐートマト(ライス／ナン) .......880
Agu pork tomato curry （Rice / Naan)

当店でロケしました

チキンマサラ(ナン)￥８８０ スパイシーヌードル ￥７７０
チキンマサラ(ナン)

Shaved ice
・イチゴ ・メロン ・レモン ・ブルーハワイ
・マンゴー ・パイン ・シークァーサー ・グレープ
・ Strawberry ・ Melon ・ Lemon ・ BlueHawaii
・ Mango ・ Pineapple ・ Citrus depressa ・ Grapes

基本プラン + 食材＆ドリンク持込可

¥2,200～

持込プラン＋2 時間飲放題

フルーツシャーベット＆イチゴアイス ..1,100

オリオンビール , 泡盛 , コーラ , 烏龍茶

Mix fruit sorbet＆Strawberry ice cream

¥2,200

今日、好き♡ のロケで使われたホタル石ブレス作り

・フォトフレーム作り体験 ¥1,650
・サンキャッチャー作り体験 ¥1,650～

・ジンベイザメ、マンタ色つけ体験 ¥2,200
・ジェルキャンドル作り体験（パーツは別売）

◉飲放題プラン ¥４,４００

Mango & Pineapple & Banana & Strawberries & Blueberries

・シーサー色つけ体験

・シーサー作り体験 ¥2,200
・ホタル石のブレスレット作り体験

ホタル石ブレス
簡単に作れます

◉持込プラン ¥３,３００

かき氷 ....２８０

¥1,650～

20 分で素敵なブレスレットが作れます。2,200 円 ˜

AmebaTV 「今日好きになりました」 の舞台となった当店のブレスレット作りはサイズを測って自由にレイアウトするだけなので、どなたも楽しく短い時間で自分らしい素敵なブレスレットが作れます。

