お部屋でランチ は

いかがですか？

Box Lunch Menu

11:30～14:30

ロコモコ

天丼

Loco

Tempura Bowl

Moco

￥1,000

￥1,000

タコライス

豚味噌炙り丼

Taco

Rice

Grilled pork with
Miso Bowl

￥1,000

￥1,000

シーフードフライ

豚肉三種丼

カレー（辛口・甘口）

Three kinds of Pork Bowl

Deep fried seafood with

(Grilled Agu pork,

Curry(Spicy/Mild)

Stewed spare robs,
Stewed pork cubes)

￥1,000

￥1,000

竜田揚げと

ビーフカレー（辛口・甘口）

おにぎりセット

Beef Curry(Spicy/Mild)

￥1,000

Deep fried chicken
＆ Rice ball

ガーリックシュリンプ

￥1,000

Garlic shrimp

￥600

八重山そば

フライドポテト

Yaeyama soba

French fries

￥800

￥300

料金には消費税が含まれております。
These prices are tax included.

ご精算、お受取りは

てぃーだ館2階 レストラン モラモラにてお願い致します。

Please make payment and pick up at the restaurant Moramora on the 2nd floor of the Teeda Tower.

レストラン モラモラ 内線 341

【ランチ 営業時間】 11:30～14:30(L.O)

LUNCH MENU（11:30～14:30)
八重山そば御膳（小鉢、いなり寿司、八重山そば）
Yaeyama soba set

1,750円

1,650円

牛肉100％ハンバーグ

1,650円

Salisbury Steak

(Appetizer,Thin rolls, 5pieces of sushi, soup）

ゴーヤーちゃんぷる御膳（小鉢、酢の物、ちゃんぷる、白飯、香の物、汁椀）

白身魚のソテー おすすめソース
Sauteed Local fish with Chef's Sdpecial Souce

(Appetizer,Sushi wrapped in fried bean cued,Bowl of local noodle soup)

握り寿司御膳（小鉢、細巻き、寿司五貫、汁椀）
Sushi Set

1,350円

1,500円

Stir-fried Bitter gourd Set

沖縄県産和牛ステーキ（和風ソース／赤ワインソース）
Okinawan wagyu beef steak

4.200円

(Japanese souce or Red wine souce)

(Appetizer, Vinegared seaweed, Stir-fried bitter gourd, Rice, Pickles, Soup)

上記メニューにはライス又はパン、サラダがつきます。

若鶏の竜田揚げと彩り野菜の甘酢餡かけ

1,400円

The dishes above are accompanied bu a small salad and rice or bread.

（小鉢、酢の物、竜田揚げ、白飯、香の物、汁椀）
Japanese style fried chicken with coloring vegetables in sweet and sour sauce

お子様カレー

Japanese style curry for kids

（Appetizer, Vinegared seaweed or Vegetables, Japanese style fried chicken, Rice, Pickles, Soup)

鉄火丼（小鉢、鉄火丼、汁椀）

1,300円

Tuna Bowl（Appetizer, Bowl,, Soup)

あぐー豚と車麩の丼

（小鉢、あぐー丼、香の物、汁椀）

1,100円
1,100円

シーフードフライカレー（辛口・甘口）
シーフードピラフ

1,100円

1,100円
1,300円

本日のパスタ

1,400円

Pasta of the day
上記メニューにサラダが付きます。

（小鉢、豚肉三種丼、香の物、汁椀）

The dishes above are accompanied bu a small salad.

（Appetizer, Bowl, Pickles, Soup)

Grilled pork with Miso Bowl（Appetizer, Bowl, Pickles, Soup)

（Spicy/Mild)

Seafood pilaf

Three kinds of Pork Bowl(Grilled Agu pork,Stewed spare ribs, Stewed pork cubes)

豚味噌炙り丼（小鉢、炙り丼、香の物、汁椀）

1,100円

Deep fried seafood with curry（Spicy/Mild)

Tempura Bowl（Appetizer, Bowl, Pickles, Soup)

豚肉三種丼（あぐー豚、軟骨ソーキ、ラフティ）

ビーフカレー（辛口・甘口）
Beef curry

Rice Bowl with Agu Pork and Gluten Cakes（Appetizer, Bowl, Pickles, Soup)

天丼（小鉢、天丼、香の物、汁椀）

750円

1,100円

ロコモコ

1,100円

Loco Moco

タコライス

Taco-Rice

1,100円
料金には消費税が含まれております。
These prices are tax included.

