LUNCH

TEA TIME

11:30 - 14:30 (L.O 14:00)

LOCUS RICE PLATTER / ローカスライスプラッター

SET MENU / セットメニュー

Todays one plate dish with coﬀee or tea.

内容はスタッフまでお尋ねください

Please choose your main dish and drink

お好きなメインディッシュとお飲み物をお選びください

950

LUNCH MENU / ランチメニュー

Please choose for the below set , both of included after drink.
■

■

本日のサラダ 又は スープ + メインディッシュ
Todays salad or soup + main dish
本日の前菜 + メインディッシュ + デザート
Todays appetaizer + main dish + dessert

1,350
SMOOTHIES / スム・ウージー

1,600

〇 シェフのスパイシーチキンカレー
Chefʼs spicy coconuts chicken curry
〇 本日のパスタ
Todays Pasta
〇 ローストポーク 豆とソーセージ煮込みのロメスコソース
Rosted pork with stew of beans and sausage romesco sauce
〇 本日のお魚のグリル
Todays grilled ﬁsh

1,200

■

シェフのスパイシーチキンカレー

1,000

■

Purple potato tartine, crispy pumpkin, sour cream

Chefʼs spaicy coconuts chicken curry

LOCUSオリジナルそばとジューシーセット

LOCUS original SOBA and Okinawa mixed rice”Jyusy”

Black

■

ブランド豚”きびまる豚”のバインミーサンド

1,250

■

Yellow

■

Purple

■

宮古牛100%ハンバーガー

2,000

■

Pink

■

White

（野菜/ Vegetable）
（フルーツ/ Yellow fruit）

（黒ゴマ/ Sesame）
（紅芋/ Purple potate）

“KIBI MARU” pork banh mi sandwich

100% Miyako beef hamburger

DESSERT SET/ デザートセット

（ドラゴンフルーツ/ Dragon fruit）

Please choose your dessert and drink

お好きなデザートとお飲み物をお選びください

（ココナッツ/ Coconuts）

KIDS PLATE / お子様プレート

■

ココナッツライスプリン ドラゴンフルーツとパインバジルシャーベット 800

Coconuts rice pudding, dragon fruit, pineapple and basil sherbet

■

生姜と黒糖のカタラーナ

■

季節のタルト

850

Ginger and blown suger catalana

900〜

Seasonal fruit tart

■

チキン唐揚げ、ポテトフライ、ミニピラフ
Fried chicken , french fries , pilaf

〇 季節のタルト
Seasonal fruit tart
■

オレンジジュース
Orange juice

AFTER DRINK / アフタードリンク
■

コーヒー（Hot or Ice）
Coﬀee

■

紅茶（Hot or Ice）
Earlgrey tea

■

ラテ（Hot or Ice) +100 円
Cafe Latte

エスプレッソ
Espresso

980

■

DESSERT / デザート（+300 円でデザートセットに出来ます）

〇 生姜と黒糖のカタラーナ
Ginger and brown suger catalana

紫芋のタルティーヌ 自家製サワークリーム クリスピーパンプキン

Green

800

〇 ココナッツライスプリン ドラゴンフルーツとパインバジルシャーベット
Coconuts rice pudding, dragon fruit, pineapple and basil sherbet

■

■

MAIN DISH / メインディッシュ

■

14: 00 ‒ 17:30（L.O 17:30）

アイスクリーム
Ice cream

880

SET DRINK / セットドリンク
LOCUS深煎りコーヒー ( Hot or Ice )

LOCUS dark roasted coﬀee

アールグレイ(Hot or Ice)

エスプレッソ

Earlgrey tea

Espresso

カフェラテ( Hot or Ice) +100円

オレンジジュース

Café late

LOCUSオリジナルハーブティー
LOCUS original herb tea

表示価格は税込みです。当店で使用しているお米は国産米です。All prices are quoted in Japanese Yen, and the prices include 8% consumption tax. We partner with

Orange juice

シークヮーサージュース

Citrus Okinawa juice

BEVERAGE

11:30 ‒ 22:00（L.O 21:30）

ビール / BEER

オリオン生ビール / Orion draft

800

宮古島クラフトビール / M iyako-island craft beer
ノンアルコールビール / Non alcohol beer

1,000
700

グラスワイン / WINE
スパークリングワイン / Sparkling wine

800

本日のグラスワイン / Todayʼs wine

800~

オリジナルカクテル / ORIGINAL COCKTAIL

ALL 700

オアシス / Oasis （ディタ／グァバジュース）
アマレットシェケラート / Amaretto Shakerato （エスプレッソ／アマレット／黒糖）
南国泡盛ティー / Tropical Awamori Tea

（泡盛／グァバジュース／アールグレイ）

リメンバー・ミー / Remember me（ジン／白ワイン／マンゴーパッションジュース）
すももトニック / Plum tonic （ジン／バナナリキュール／アンゴスチュラビターズ／トニックウォーター）
トロピカルアイランド / Toropical island

（ココナッツリキュール／マンゴーリキュール／パイナップルジュース）

泡盛 / AWAMORI

ALL 800~

内容はスタッフにお尋ねください

泡盛サングリア/ AWAMORI SANGRIA

ALL 800

宮古島の泡盛にスパイスやハーブ、フルーツを漬け込んだ自家製サングリア
内容はスタッフにお尋ねください。

ソフトドリンク/ SOFT DRINK
宮古島もろみ酢モクテル / Mash vinegar mocktail
自家製白いコーラ / Home made white cola
ジンジャーエール ドライ / Ginger ale dry
ペリエ 330 ml / Perrier 330 ml
マンゴーパッションジュース 220 ml / Mango passion fruit juice 220 ml
さんぴん茶 / Jasmin tea

ALL 600

