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BAY BREEZE 10 -11
2 018

●1F ラウンジ／9：00〜21：00（Last Order 20：30）
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※料金には料理（コース料理）
・飲物（フリードリンク）
・ショーチャージ・サービス料・消費税が含まれており
ます。 ※お席は全席指定（申し込み先着順）
となります。
尚、
お客様による席の指定は致しかねます。
予めご了
承ください。 ※チケットはお電話にてご予約のうえ、
当ホテルへのご来館または銀行振込（振込手数料はお
客様ご負担）
にて前以てお支払いをお願いいたします。※会場内は禁煙とさせていただきます。※未就学児
のご入場は遠慮させていただきます。
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●お問い合わせは宴会予約係まで／TEL：098-897-8788

Other

Bar
●13F バーラウンジ パドル／18：00〜24：00（Last Order 23：30）
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●お問い合わせは宴会予約係まで
TEL：098-897-8788

※一部対象外のメニューあり
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○表示料金には消費税（8％）が含まれております。 All prices include 8% consumption tax.
◯掲載写真はイメージであり、実際の商品とは異なる場合がございます。

いちごいちえ

一語一笑

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1
ラグナオリジナルキャラクター

いちごくん＆いちえちゃん
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Dinner 17：00〜22：00（Last Order 21：30）
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TEL：098-897-2121（代表）
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前菜3種盛り合わせ、サラダ、魚介2種（赤海老、帆立）、9種の焼肉セレクション（和牛カルビ、和牛ロー
ス、和牛赤身、
ドルチェポーク、牛ハラミ、やんばる地鶏、島豚ソーセージ、上タン、厚切りタン）、
ガーリック
ライス ビビンバ風、野菜スープ、
クリームブリュレと柿のシャーベット

ht t p:/ /www.lagu n a . co. jp
○表示料金には消費税（8％）が含まれております。 All prices include 8% consumption tax.
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ラグナクラブ
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※イメージ

※ラグナクラブを含むその他の割引・特典・
各種優待券は適応対象外
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Dinner 17：00〜22：00（Last Order 21：30）
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Dinner 17：00〜22：00（Last Order 21：30）
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季節の前菜盛り合わせ（ピクルスのスモークサーモン巻き、ひも付き帆立の葱ソース、蒸し
鶏、赤エビ老酒漬け）、豚ロースの味噌炒め、
ソフトシェルシュリンプ ピリ辛ソース、北京ダッ
ク サラダと海老煎添え、上海ガニの蟹味噌入り豆腐の煮込み、いろいろキノコ炒飯、松茸と
白身魚のあっさりスープ、
カボチャプリンとサツマイモの飴炊き フルーツ添え
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Dinner 17：30〜22：00（Last Order 21：30）
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【先付】河豚煮こごり、干し柿と茸の白和え【お造り】河豚の薄造り、鮟肝【煮物替り】河豚の小鍋
【焼き物】河豚の一夜干し【揚げ物】河豚の唐揚げ【食事】河豚と茸の雑炊
【甘味】雪見アイスとぜんざい、
フルーツ

め！
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●1F 和琉ダイニング あんのん

●1F パセオガーデン

●13F 中国料理 壺中天

■ブッフェメニュー
牛・豚・鴨を塊のままそれぞれの調理法とソースで提供する塊肉コーナー、大きなグラナ・パ
ダーノのブロックチーズで作るキノコリゾット&カルボナーラ、2種類のチーズフォンデュ、前菜
&温野菜、肉料理、魚料理、
カレーコーナー、
キッズコーナー、和食&沖縄料理、デザートコー
ナー、
ソフトドリンク

ʪɾɾॕݶఆʫ
͖͞ͲΓ

ɾ༸ɾதͷ
σϦγϟεϥϯν

ձ
ϓϥϯ

৯ϥϯνϒοϑΣ
ϥάφΫϥϒձһ༷ͳΒˋ0''

［ ランチタイム 11：30〜14：30 ］
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○表示料金には消費税（8％）が含まれております。 All prices include 8% consumption tax.
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平日はアラカルトやお得なセットメニューを
ご用意いたしております。
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飲み放題メニュー：発泡酒・ハイボール・泡盛・焼酎・赤ワイン3種・白ワイン3種
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◯掲載写真はイメージであり、実際の商品とは異なる場合がございます。◯各レストランの小人料金は6〜12歳、幼児料金は4歳・5歳のお子様を対象とさせて頂きます。

