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■ 冷製　県産鮪のカルパッチョ　コールドビーフ　カプレーゼ　野菜のフラン　県産モズクのアセロラ風味 など

■ 温製　県産豚バラ肉 アグーモモ肉のしゃぶしゃぶ仕立て 県産豚ローストのマスタードソース 牛肉とアグー豚のミートローフ やんばる鶏のケイジャン風

　やんばる鶏の香草焼き まるごと県産魚のオーヴン焼き まるごと県産魚のアクアパッツァ 沖縄アヒージョ 洋風茶碗蒸し ラザニア パエリア など

■ シェフコーナー(ライブ料理)　パルミジャーノのクリームスパゲティー　気まぐれリゾット　やんばる食材フリット　生ハムのカッティング など

■ スイーツ　カヌチャパティシエ特製デザート各種　チョコレートファウンテン　フルーツ　沖縄県宮古島産の紫芋(ちゅら恋紅)のアイス　沖縄県産黒糖アイス　ホワイトチョコアイス　

　阿蘇山ジャージー牛乳アイス　マンゴーシャーベット など

■ サラダ フレッシュサラダ数種　　　　　　■ ドリンク コーヒー 紅茶

Cold dishes　 Carpaccio with locally produced tuna, cold beef, caprese, vegetable flan, acerola flavored local mozuku seaweed, etc.

Hot dishes　Locally produced pork ribs, Okinawan pork shabu-shabu, locally produced pork roast with mustard sauce, beef and Okinawan pork meatloaf, Cajun-style

Yanbaru chicken, herb roasted Yanbaru chicken, locally produced oven roast whole local fish acqua pazza, Okinawa-style ajillo, western-style savory egg custard, lasagna, paella, etc.

Chef's corner (live cooking)　Parmesan cream cheese spaghetti, capricious risotto, Yanbaru fritters, cut dry-cured ham, etc.

Sweets　Desserts made with Kanucha pastry, chocolate fountain, fruits, ice cream made from purple potatoes from Miyakojima in Okinawa, Okinawan brown sugar ice cream, white-chocolate ice cream,  

Mt Aso Jersey cow milk ice cream, mango sherbet, etc.

Salad　A variety of fresh salads Drinks　Coffee, black tea

Our plentiful buffet menu has over 50 dishes mainly made with local ingredients including meats, fish, shellfish and vegetables, allowing you to sample a variety of flavors. 
With a kid’s corner, a chef's corner (live cooking) and a sweets corner, we have developed the variety of our menus so you will always have something new to taste.

野菜や魚介に肉類と、地元の食材をメインに作る50種類以上のメニューが好きなだけ味わえるバラエティ豊かなブッフェ。
キッズコーナーやシェフコーナー（ライブ料理）、スイーツコーナーとバリエーション豊かに取り揃え、飽くことなくお楽しみいただけるメニューを展開しています。

内線 720
夕食  dinner ／ 18：00 ～ 22：00 （L.O 21：30）

Casua l Ita l ian Restaurant
Paradis

ご提供期間 Period of availability　2017/4/1~5/7

Sai

Phone extension 720

※写真はイメージです。　※Actual meals may differ from those pictured

※メニューは季節ごとに食材、料理内容を変更いたしますので、あらかじめご了承ください。
Please know that our dishes and ingredients change with the seasons.

Buffe t
※同伴のお子様で5歳以下は無料となります。

イタリアンディナーブッフェ
Ita l ian Dinner Bu f fet Children under 5 years old accompanied by an adult dine for free.

大人  　　　　　　  　　　　　　　　4,000円
小人・シニア(70歳以上)    　　　　　　　　　　　　 2,300円

税・サ別
Not including tax and 
service charges

Adult s

Children & Seniors (Over 70)

・ポテトフライ　・グラタン
・オムレツ　・コロッケ など

お子様も一緒に楽しめる
キッズコーナー

We also have a corner to keep the kids happy.

French fries, gratin, omelets, croquettes, etc. ※ご利用は当日の17:00までにご予約ください。
※お子様のご利用は４歳以上とさせていただきます。
　（貸切時はその限りではございません）

Eloquence Inv igorat ing French cu is ine burst ing 
with aroma and flavor.爽

■ 食前のひとくち

■ 沖縄が育んだ食材を使用した前菜

■ やんばる産旬素材のスープ

■ 焼きたてパン

A pre-dinner bite

Appetizer made from Okinawa-produced ingredients

Soup made with Yanbaru seasonal ingredients

Fresh baked bread

■ ［魚料理] 沖縄県産鮮魚と烏賊のポワレ　焼きトマトとイカスミのソース

　 または　［肉料理] やんばる産アグーの炙り焼き　ハニービネガーソース

■ ヨーグルト風味のアイスクリーム　沖縄産旬のフルーツのジュレとともに

■ コーヒー または 紅茶

[Seafood Main] Fresh Okinawa fish and butter-roasted squid with fried tomato and squid-ink sauce

or [Meat Main] Seared Yanbaru Okinawa pork with honey vinegar sauce

Yoghurt flavored ice cream with Okinawa produced fruits jelly

Coffee or black tea

A lovely menu with amuse-bouche, hors d'oeuvres and soups which are made daily with locally produced summer vegetables and seasonal ingredients. 
The main seafood dish brings out the tartness of vegetables and the richness of the fish and shellfish, while the meat dish is marinated with herbs to make 

an aromatic and crisp roast. A course of aromas and flavors sure to whet your appetite.

アミューズと前菜、スープはその日仕入れた地元の夏野菜や旬の食材で決まるお楽しみのメニュー。メインの魚料理は野菜の酸味で魚介のコクを際立たせ、
肉料理にはマリネでハーブの風味を加え、どちらもカリッと香ばしくローストしています。香味豊かに食欲をそそるコースです。

夏　～ Saison d'été ～ 5,000円Recommended

内線 725夕食  dinner／ 18：00 ～ 22：00 （L.O 21：30） 

Fine Din ing
La Palm d’or

税・サ別

ご提供期間 Period of availability　2017/4/1~10/31

※お魚とお肉、両方お楽しみいただける7,000円のコースもございます。

香
気
に
包
ま
れ
美
味
に
浸
る

爽
や
か
な
夏
の
フ
レ
ン
チ

完全予約制

Lavish

Gou

A splendid mix of meat and vegetables!
A dinner to satisfy the body and soul.豪
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■ 新鮮野菜サラダ

■ 県産旬食材の前菜

■ 季節野菜のスープ

Fresh vegetable salad

Seasonal appetizer with local ingredients

Seasonal vegetable soup

■ オーストラリア産サーロイン または フィレのステーキ

■ パン または ライス

■ コーヒー、紅茶、アイスクリーム、 シャーベットの中からおひとつ

Australian fillet or sirloin steak

Bread or rice

Your choice of coffee, black tea, ice cream or sherbet

A steak course with plenty of locally produced vegetables. Packed with the vibrant flavors and textures of seasonal appetizer assortments, 
soups bursting with the taste of vegetables, and crisp salads. Enjoy the delicious richness of meat after a dining on healthy vegetables. 

Your choice of either fillet or sirloin steaks

県産野菜たっぷりのステーキコース。シャキシャキのサラダに野菜の旨みが凝縮した季節のスープ、前菜盛り合わせには多彩な風味や
食感が詰まっています。ヘルシーな野菜の後に味わう肉は、力強い旨みが際立ち格別の美味しさ。ステーキはサーロインかフィレをお選びいただけます。

旬の彩りディナー 5,000円Recommended

内線 724

Steak House
Hope

税・サ別

ご提供期間 Period of availability　2017/4/1~10/31

※写真はイメージです。　※Actual meals may differ from those pictured

営業時間  Open hours ／ 17：00 ～ 22：00 （L.O 21：30）

Vigor A lively barbeque with plenty of 
fish and meat to enjoy 
with your family and friends.賑
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■ 付出し

■ 肉類　旨味牛カルビ　旨味牛ロース　やわらか牛フィレ　やんばる鶏もも肉　スペイン産四元豚ロース　アーサソーセージ

■ 海鮮類　天然赤海老　ホタテ貝柱　近海産サザエ　ミニヤリイカ

■ いろいろ焼き野菜

■ ライス

Tasters

Meats　Tasty beef short ribs, tasty beef roast, tender beef fillet, Yanbaru chicken thighs, Spanish Yongen pork roast, Aasa seaweed sausage

Seafood　Natural whiskered velvet shrimp, eye of scallop, coastal turban shell, mini spear squid

A variety of grilled vegetables

Rice

In-table barbecues on the poolside terrace. With plenty of fresh fish, vegetables and choice meats such as beef and pork, you will be able to enjoy the taste of 
piping hot foods you've barbequed to perfection. We also have restaurant barbeque dishes better suited for the ladies and the kids.

プールサイドテラスのテーブルスタイルバーベキュー。牛、豚、鶏と種類豊富なお肉に新鮮な魚介類、野菜を目の前でわいわいと賑やかに焼きながら、
熱々の素材の旨みを丸ごとお召し上がりください。お子様連れや女性だけでも気軽にお楽しみいただけるレストランバーベキューです。

バーベキュー お一人様 5,500円コースRecommended

内線 726

営業時間  Open hours ／ 17：30 ～ 21：30 （L.O 21：00）

Barbecue ter race
Kuuwa Kuuwa

税・サ別

ご提供期間 Period of availability　2017/4/1~10/31

Phone extension 724

Not including tax and service chargesSeasona l colored d innerSummer T ime ～ Sa ison d 'été ～Barbeque course ¥5,500 per person

During the summer from April to October

We also have a ¥7,000 course which offers both the seafood and meat mains

※写真はイメージです。 ※Actual meals may differ from those pictured

夏季営業 4月～10月

Not including tax and service chargesNot including tax and service charges

Sou
Shin

Phone extension 726

Phone extension 725

※写真はイメージです。 ※Actual meals may differ from those pictured

※写真はイメージです。　※Actual meals may differ from those pictured

※写真はイメージです。 ※Actual meals may differ from those pictured

※写真はイメージです。　※Actual meals may differ from those pictured

※Accompanying children must be over the age of four 
(this shall not apply when reserved )

※Please reserve by 5p.m. on the day.

Reservations
a must


