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Pur ity

Sei

A fresh, traditional Japanese
full-course meal to refresh 
both the eyes and the palate

Fresh, seasonal cuisine to enjoy in the warmth of spring slowly turning to summer. An abundant selection of the fresh leafy dishes which have a unique 
richness, refreshing aroma, and just the right amount of bitterness, such as bitter melon and elephant-ear, or mugwort and bamboo leaves. Be sure to sample 

our flavorful, invigorating spring menu, bursting with fresh greens.

春から夏へと移ろう暖かな時候を楽しむ、緑鮮やかな季節の料理。ヨモギや笹の葉、ハス芋にゴーヤなど、緑の食材が持つ清 し々い香りや独特のコク、
程良い苦みなど多彩な味わいをふんだんに取り入れました。風味豊かで爽やかな、新緑を愛でる春の献立をご堪能ください。

■ 食前酒　自家製梅酒

■ 先付　蓬豆腐 赤ピーマン

■ 前菜　粽寿司 小倉とろろ 瓢亭玉子 海老大根　

　　　　
グルクンチーズ掛け 胡瓜串刺し

Aperitif　 Homemade plum wine

Appetizer　 Mugwort tofu, red bell peppers

Hors d'oeuvre  Sushi wrapped in bamboo leaves, 
grated yam, Hyoutei eggs,　shrimp daikon, 
cheese-baked fusilier, skewered cucumber

■ 吸物　南瓜真丈 ハス芋 貝柱

■ 凌ぎ　生沖縄そば もずくトマトソース バジル オリーブ油

■ 造り　鮪 セー烏賊 レタス 胡瓜

■ 煮物　若竹煮 木の芽

Soup　 Pumpkin dumplings, elephant ear, eye of scallop

Interlude  Fresh Okinawa soba, mozuku seaweed 
with tomato sauce, basil, olive oil

Sashimi　　Tuna, diamond squid, lettuce, cucumber

Simmered dish　 Boiled bamboo shoots, leaf buds

■ 焼物　島豚西京漬 紅芋 ゴーヤ

■ 食事　御飯 漬物 あら汁

■ 果物　オレンジ

Grilled dish　 Okinawa pork marinated in 
sweet Kyoto-style miso, purple yams, bitter melon

Meal　Rice, Japanese pickles, fishhead soup

Fruits　Orange

Luxury

Zei

A Chinese dinner showcasing 
only the finest bounty from the sea贅
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■ 海老入り山原前菜盛り合わせ

■ 金華ハムフカヒレ姿煮（中）　海老すり身添え　オイスターカラスミソース

■ 大海老柚子オーロラソース　アグーしゃぶしゃぶ肉の北京ダック風

■ ロブスターの湯葉包み蒸し　自家製ＸＯ醤トマトソース

Yanbaru appetizer assortment with prawns

Jinhua ham and whole shark fin soup (medium)served with prawn cakes,
oyster and dried mullet roe sauce

Peking duck-style Okinawan pork Shabu-Shabu with lobster
and yuzu citrus aurora sauce

Steamed lobster wrapped in tofu skin with homemade XO soy tomato sauce

■ 県産白身魚の生ハム巻き　クリームソース

■ 鮑と夜光貝の細切り　あんかけ御飯

■ 杏仁豆腐　おまかせ一品

Local white-fish wrapped in dry-cured ham with cream sauce

Japanese style Chop Suey on rice with finely sliced abalone and marbled turban 

Almond jelly, Chef’s special

An extravagant course offering the finest seafood, from the appetizer to the main dish. A collaboration of various fresh local Okinawan seafood, including 
prized catches such as tasty abalone, crisp lobster and fleshy shark fins. Be sure to sample the mix of finest quality seafood and local Okinawan ingredients.

前菜から主菜、主食まで高級海鮮を存分に味わう贅沢なコース。肉厚で大ぶりのフカヒレにプリプリの大海老、旨みたっぷりの鮑など逸品揃いの海鮮に、
地元沖縄の新鮮食材を併せた数々のコラボレーション料理が並びます。高級海鮮と沖縄食材のマッチングを存分にお楽しみください。

海鮮海老名菜譜 8,000円Recommended

内線 790夕食  dinner ／ 17：00 ～ 22：00 （L.O 21：30）

Chinese Restaurant
Ryukyu

2 017/ 4 / 1~10 / 31

沖縄料理の店

くすくす

チャンプルーから宮廷料理まで
泡盛と共に楽しむ賑やかな夜

心地よい風と木立に囲まれたビーチサイドのテラス

内線 703

Our beach side terrace is nestled in a grove of trees and blessed with a light breeze.

Ok inawa Cuisine Kusukusu

営業時間 Open hours
 17：00 ～ 25：00

ビーチサイドテラス

ラナイ
Beach-Side Ter race
Lanai

海開き～10月の夏季営業

バーラウンジ

カタラ

内線 723

Bar Lounge Katara

営業時間 Open hours
19：00 ～ 24：00

■ 軽食・ドリンク　ほか Light meals, drinks, etc.

心ほどく大人の時間 A great place for g rown-ups to unwind.

■ オリジナル泡盛カクテル　1,200円　　■ トロピカルカクテル　1,200円　ほか

■ 海ぶどう

■ 沖縄そば

■ ゴーヤーちゃんぷるー

　ほか

800円

950円

1,000円

Sea Grapes seaweed

Okinawan soba noodles

Bitter melon stir-fry 

and others

Original Awamori cocktails Tropical cocktails

Spend a fun evening with some Awamori and 

a range of d ishes, f rom Okinawan st i r-f ry to 

cuisine from the imperial court.
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カヌチャビーチ

カジュアルイタリアン パラディ

ファインダイニング
ラ・パルムドール

広東名菜 龍宮

バーラウンジ カタラ

本格炭火焼き
ステーキハウス ホープ

沖縄料理の店 くすくす

ビーチサイドテラス ラナイ

和食レストラン 神着

バーベキューテラス
クーワクーワ

Front Desk

Kanucha Beach

Club House
P

税・サ別

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

ISO 14001 認証取得

〒905-2263 沖縄県名護市字安部156-2
156-2, Abu, Nago City, Okinawa  905-2263 

0980 -55-8880 www.kanucha.jp

春  H A RU 5,000円Recommended 税・サ別
Not including tax and service chargesSpr ingNot including tax and service chargesSea food prawn and vegetable med ley

Phone extension 790

内線 785 Phone
extension 785

Phone extension 723

Phone extension 703

 （L.O 24：30）

 （L.O 23：30）

改装工事のため、上記3店舗が期間中、一時閉店となります。ご迷惑を
おかけしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
The three locations listed above will be closed temporarily for renovations.  

We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding.

改装期間 Work per iod　2017/5/8(月)～6/22(木)

改装工事による一時閉店のお知らせ
Not ificat ion of renovat ion work

■ カジュアルイタリアン　パラディ
■ ファインダイニング　ラ・パルムドール
■ バーラウンジ　カタラ

Fine Dining La Palm d’or

Casual Italian Restaurant Paradis

Bar Lounge Katara

 ／ 9：00～18：00

 ／ 9：00～20：00

海開き～6月・10月

7月～9月
 （食事Meal L.O 15：00　ドリンクdrink L.O 18：00）

 （食事Meal L.O 15：00　ドリンクdrink L.O 20：00）

Separate areas for
smokers and non-smokers

分煙

税・サ別
Not including tax

and service charges

税・サ別Not including tax and service charges

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

ご提供期間 Period of availability　2017/4/1~6/30

※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 ※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

Casual Italian Restaurant Paradis

Barbecue terrace Kuuwa Kuuwa

Fine Dining La Palm d’or

Steak House Hope

Japanese Restaurant Kanucha

Okinawa Cuisine Kusukusu

Beach-Side Terrace Lanai Bar Lounge Katara

Chinese Restaurant Ryukyu

and others

Open summer season from 
the start of the sea-bathing season to October

The start of the sea-bathing season ~ June・October

July~September

春・夏
ディナー セレクション

2017SP

RING & SUMMER

内線 710
夕食  dinner ／ 18：00 ～ 22：00 （L.O 21：30）

Japanese Restaurant
Kanucha

Separate areas for
smokers and non-smokers

分煙

Phone extension 710


