
HOPE ステーキセットメニュー

お一人様

4,500円

新鮮野菜サラダ

本日のスープ

ステーキ（170g）《オーストラリア産》
サーロイン or  フィレ

ライス 又は パン

HOPE steak set menu

食後に、「コーヒー・紅茶・アイスクリーム」から一つお選びいただけます。
Please choose from coffee, tea, or ice cream after a meal.

Please choose from Sirloin steak or Fillet steak.

Fresh vegetable salad

Soup of the day

Rice or Bread

（消費税８％及びサービス料10％を別途頂戴しております。）
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

上記のステーキから

に変更できます。

+2,000円で国産牛
+4,000円で黒毛和牛



HOPE スペシャルセットメニュー

お一人様

7,000円

本日の前菜

新鮮野菜サラダ

ロブスター 又は あわび

本日のスープ

ステーキ（170g）《オーストラリア産》
サーロイン  or  フィレ

ライス 又は パン

HOPE special set menu

食後に、「コーヒー・紅茶・アイスクリーム」から一つお選びいただけます。
Please choose from coffee, tea, or ice cream after a meal.

Please choose from Sirloin steak or Fillet steak.

Fresh vegetable salad

Lobstar or Abalone

Appetizer of the day

Soup of the day

Rice or Bread

（消費税８％及びサービス料10％を別途頂戴しております。）
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.



Pork sausage and boiled potatoes with sauerkraut





ステーキ
Steak

県産鶏モモ肉のグリル
Grilled leg of chicken producing province

3 ,000円170g

フィレステーキ（オーストラリア産）
Fillet steak

4 ,000円170g

国産牛　　フィレステーキ
Japanese domestic beef fillet steak

6 ,000円170g

黒毛和牛100%　ハンバーグステーキ
100% Japanese black beef hamburger steak

3 ,500円170g

あぐー豚のステーキ
Okinawan pork “Agu” steak

3 ,000円170g

黒毛和牛　フィレステーキ
Japanese black beef fillet steak

8 ,000円170g

サーロインステーキ（オーストラリア産）
Sirloin steak

4 ,000円170g

国産牛　　サーロインステーキ
Japanese domestic beef sirloin steak

6 ,000円170g

黒毛和牛　サーロインステーキ
Japanese black beef sirloin steak

8 ,000円170g

骨付き国産牛ロースステーキ
アーカンソースタイル 1 .2kg
Arkansas style Japanese beef loin steak with bone

16,000円

上記のセットにはスープ・ライス又はパンをご用意致しております。
Steak is served with soup, rice or bread

上記のステーキにスープ・ライス又はパンをご用意致しております。
Steak is served with soup, rice or bread

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the p rice shown above.

お子様メニュー
Child’s Menu

お子様セットＡ
（ミニステーキ80g、エビフライ、厚焼玉子

厚焼玉子

、ポテトフライ、野菜）
Kids meal A

3 ,000円

お子様セットＢ
（ハンバーグ100g、エビフライ、 、ポテトフライ、野菜）
Kids meal B

（Mini steak 80g, Deep fried prawn,Thick omelet 

Thick omelet 

, Fried potatoes, Vegetable）

（Hamburger steak 100 g, Deep fried prawn, , Fried potatoes, Vegetable）

2,500円



上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。

Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

その他
Others

HOPEオリジナルセサミブレッド
HOPE original sesame bread

800円

本日のスープと、ライス又はパンのセット
Soup of the day and bread or rice

800円

アイスクリーム
Ice cream 

500円

シャーベット
Sorbet 

500円

季節のフルーツ盛り合わせ
Assortment of seasonal fruits

1 ,800円

デザート
Dessert



オリオンクリアフリー
Orion Clear FREE

オリオン 生ビー ル

オリオンビー ル

キリン 一 番 搾り

バドワイザ ー

ブ ル ー ム ーン

コロナ エクストラ

Blue Moon

Corona Extra



上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

ソフトドリンク
Soft drink

グレープフルーツジュース
Grapefruit juice

500円

パイナップルジュース
Pineapple juice

500円

マンゴジュース
Mango juice

500円

アセロラジュース
Acerola juice

500円

オレンジジュース
Orange juice

500円

グァバジュース
Guava juice

500円

ジンジャーエール
Ginger ale

500円

カヌ茶
Kanucha (tea)

シークヮサージュース
Shikuwasa (citrus fruit) juice

500円

コカコーラ
Coca cola

500円

りんごジュース
Apple juice

500円

クランベリージュース
Cranberry juice

500円

コーヒー（ホット／アイス）
Coffee (Ice/Hot) 

500円

500円

ティー（ホット／アイス）
Tea (Ice/Hot) 

500円



上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

ノンアルコール・カクテル
Non-alcohol cocktai l

ハイビスカス
（アセロラ、マンゴ、オレンジ、グレナデンシロップ）
Hibiscus

650円

ハイサイピーチ
（ピーチシ

（ココナッツシロップ、パイナップルジュース、レモンジュース、ミルク）

ロップ、シークヮサー、グレープフルーツ、トニックウォーター）
Haisai peach

650円

650円

650円

カシス・オレンジ・ソーダ
（カシスシロップ、オレンジ、ソーダ）
Cassis・Orange・Soda

650円

青の洞窟
（グリーンアップルシロップ、ブルーキュラソーシロップ、ソーダ）
Blue Grotto 

(Acerola, Mango, Orange, Grenadine syrup)

(

(Coconut  syrup ,  P inapp le ,  Lemon ,  Mi lk )

Peach syrup, Shikuwasa, Grapefruit, Tonic water)

(Cassis syrup, Orange, Soda)

(Green apple syrop,Blue curacao syrop,Soda)

（ピーチシロップ、パイナップルジュース、シークァーサー）
(Peach syrup, Pinapple, Shikuwasa)

650円

サマーブリーズ
（クランベリー、グレープフルーツ）
Summer Breeze (Virgin Breeze)

(Cranberry, Grapefruit)

650円

パイナップルパーク
Pineapple park 

もももぱいん
mo・mo・mo・Pine



上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption taxand a 10% service charge will be added to the price shown above.

カクテル
Cocktail

ピニャコラーダー
Piña Colada

1,200

1,200

1,200

円

チチ
Chi Chi

円

ブルーハワイ
Blue Hawaii

円

1,200マイタイ
Mai Tai

円

トロピカルカクテル
Tropical Cocktail

カシス
Blackcurrant(Cassis)

850円

ディタ
Dita

850円

ピーチ
Peach

850円

パッソア
Passoa

850円

マリブ
Malibu

850円

カンパリ
Campari

850円

リキュールベース
Liqueur based

ジン
Ｇin

850円

ラム
Rum

850円

ウォッカ
Vodka

850円

テキーラ
Tequila

850円

スピリッツ
Spirits

and more . . .  p lease  ask!!



上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

泡　盛
Awamori

（グラス）

（グラス）

（グラス）

（Naha city, 43%）

（Nago city, 25%）

（Itoman city, 43%）

海の邦10年古酒　 （那覇市/　　　　　　　 43度） 
Uminokuni

まさひろゴールド （糸満市/まさひろ酒造 43度） 
Masahiro Gold

くら （名護市/ヘリオス酒造 25度） 
Kura

泡盛メーカーが全社参加して開発した。
正に「古酒の傑作」。

風格のある飲み応えと
深みのある味わいが特徴の熟成古酒

琥珀色の泡盛。華やかな芳香と
深い味わいをお楽しみください。 

（グラス）千年の響　 （今帰仁/今帰仁酒造 43度） 
Sennennohibiki （Nakijin, 43%）

ブランデーのような甘味が特徴
まろやかでコクのある味わい

（グラス）北谷長老　

（グラス）

（グラス）

（北谷/北谷長老酒造 30度） 
Choro （Chatan, 43%）

（Kumejima, 30%）

（Miyakojima, 30%）

琉球王朝 （宮古島/多良川 30度）
Ryukyuocho

久米仙 ブラウン （久米島/久米島の久米仙 30度） 
Kumesen Brown

「仕込み水」と「割水」
適した水を使い分けた極上の逸品

天然湧き清水を使用し、爽やかな
香りとスッキリした味わいが特徴

（グラス）

（Glass）

（Glass）

（Glass）

（Glass）

（Glass）

（Glass）

（Glass）

（Glass）

（Glass）

（Glass） （Kin, 25%）

龍  ゴールド （金武/金武酒造 25度） 
Tatsu Gold

通称「たつ」独特の風味と
マイルドな仕上がり

上品な香りとキレの良さ
名僧「南陽紹弘禅師」から命名。

（グラス）「かねやま」15年古酒

（グラス）

　（本 部/山川酒造 43度）　
Kaneyama （Motobu, 43％）

（Naha city, 43%）

瑞泉「おもろ」15年古酒 （那覇市/瑞泉酒造 43度） 
Omoro

こだわりのコクと香りは
最上質と評価される泡盛

古酒ならではの華やかな香りと
とろけるような甘さが特徴

限定秘蔵酒

1,200円

1,200円

700円

700円

700円

700円

700円

700円

700円

700円

沖縄県酒造
協同組合



and more. . .  p lease ask! !

上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

バーボン・ウィスキー
Bourbon　Whisky 

（グラス）
（glass）

1,200円ジャックダニエル　
Jack Daniel

（グラス）
（glass）

1,300円Ｉ・Ｗ・ハーパー12年
I.W.HARPER aged 12 years

（グラス）
（glass）

1,000円シーバスリーガル12年
CHIVAS REGAL aged 12 years

（グラス）
（glass）

600円ジェムソン
Jameson

（グラス）
（glass）

1,200円ワイルドターキー12年　
WILD TURKEY aged 12 years



上記料金に、消費税及びサービス料10％を別途頂戴いたします。
Consumption tax and a 10% service charge will be added to the price shown above.

ワイン
Wine

（グラス）（フランス） 800円

（ボトル）（フランス）
House wine White

3 ,000円赤 または 白

（フランス）

Red or

ベリンジャー・カベルネ・ソーヴィニヨン
Beringer Cabernet Sauvignon

3 ,500円

（ミニボトル187ml）（アルゼンチン）

（Glass）

（Bottle）

（Mini Bottle 187ml）
1,000円

モ

ノートン・ミニ・エクストラ

ンテ・ベッロ　 （イタリア）
Monte bello <Italy>

<Argentin>

<America>

<France>

<America>

<France>

<America>

<France>

<America>

<France>

4 ,500円

ベリンジャー・シャルドネ 　　 （アメリカ）
Beringer Chardonnay

3 ,500円

ヘス･アローミ･カベルネ･ソーヴィニヨン（アメリカ）

（アメリカ）

Hess Allomi Cabernet Sauvignon
円

ロデレール・エステート・ブリュット　　 （アメリカ）
Roederer Estate Brut

8 ,000円

ムートン・カデ・レゼルブ・メドック
outon Cadet Reserve Medoc

6 ,500円

モエ・エ・シャンドン　 　　　　 （フランス）
Moet & Chandon

13,000

13,000

円

赤ワイン
Red w ine

白

ハウスワイン

ワイン
White  w ine

スパークリング
ワイン
Spark l i ng  w ine

シルクのような口当たり。上品な酸味とコク。バランスに優れたワイン。

バランスの良いエレガントな味わい。前菜･メインなどあらゆる料理に合います。

甘い果実系を思わせる香り。熟した果実のようにしっとりとした風味。

フルーティな香りと爽やかさと余韻の残る味わい。乾杯や前菜とお楽しみ下さい。

Norton Mini Extra

上品でｷﾚｲな香り。ｽｯｷﾘした後味はｸﾘｽﾀﾙの輝き。

凝縮された黒い果実の香りと、心地よさと深みのある風味。

洋梨や桃のような香りと爽快な口当りときりっとした風味。

果実味あふれる香りと滑らかな口当り。バランスの良さが魅力。
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