

選べる特別なメイン料理
B Your
choice of Special Main Plate

琉球 BBQ Blue アジアンブッフェランチ
Ryukyu BBQ Blue Asian Buffet Lunch

下記の 2 種類からおひとつお選びください
                         

メイン料理とアジアンブッフェがセットになったランチです。約30種類の
アジアンブッフェがお好きなだけお召し上がりいただけます。

黒毛和牛と
やんばる島豚アグーの牛豚盛り

Choose a main dish of your choice.
All main dishes comes with appetizers, desserts and drinks buffet.

    

A Asian appetizer & drinks & dessert in buffet style

アジアンアペタイザー ＆ ドリンク & デザートブッフェ

    
柔らかく質の 高い 黒 毛 和 牛と 、旨 味 が 強く脂 身は
ほ の か に甘 さも 感じる沖 縄 産 の やん ばる 島 豚
アグーの2種を楽しめる贅沢な焼肉盛りプレート
Enjoy our assorted yakiniku plate with two kinds of
meat: tender and high quality Kuroge wagyu beef
and Yanbaru Agu pork with a bold taste and slight
sweetness.

+ B Your choice of Main Plate

お好きなメイン料理

お選びいただくメイン料理で料金が変わります。 The price varies according to your choice of main dish.

A

アジアンアペタイザー ＆ ドリンク ＆ デザートブッフェ
Asian appetizer & drinks & Dessert buffet

ブッフェボードよりお好きなだけ
お召し上がりください。
                 

黒毛和牛霜降り尽くし

アジア料理の前菜やスープ、サラダ など

   

Asian Cuisine Appetizers, Soups, and Salads etc

    

デザート & お飲み物各種（さんぴん茶・アイスティー・アイスコーヒー・ホットティーなど）

Dessert & Drinks (Jasmin tea, ice tea, ice coffee,Hot tea etc.)

B 選べるメイン料理
Your choice of Main Plate

本日の厳選した霜降り肉を堪能していただく特別な
一皿。とろけるような舌触りと強い旨味をこの機会
にお愉しみください。

下記の 7 種類からおひとつお選びください
Please choose one from 7 menus in the following

A special dish that allows you to enjoy the specially
selected marbled beef. Take this chance to enjoy the
bold flavor and experience the soft and pleasant
texture of Marbled Kuroge Wagyu Beef.

イノミ

甘辛たれのカ

  

キッズメニュー

    

柔らかで脂身の少ないカイノミをブルーオリジナルの
甘辛ダレで仕上げました。
ロースターで焼いてお召し上がりください。

ご注文は 9 歳までとなります。
                       

Kids Menu

お子様ランチプレート
 

焼きそば
香るシンガポール
ム
イ
ラ
、
介
魚
と
スパイシーポーク

ブルー特製のハンバーグとエビフライをメインに
スープ、ミニデザート、
ドリン クがセットになった
お子様向けのランチプレートです。

 
  

Blue's Special Hamburger Steak and fried shrimp with soup,
mini dessert, and drink on the side. Set lunch plate menu for kids.

    

＋￥500でアジアンブッフェを
お召し上がりいただけます。
Add Asian Buﬀet for ￥500

パクチーを使ったエスニックな香りが漂う
焼きそばに豚肉とえび、
いか、
たこをトッピング。
ライムを絞って味の変化をお楽しみください。

辛スンドゥブ

腐入りの旨
ジーマミー豆

   

    

和牛を使ったBlue特製のスンドゥブに沖縄の
ジーマーミ豆腐を使用。辛味とピーナッツの
風味がマッチした新しい味わいです。

麺

ろの濃厚担々

黒毛和牛そぼ

 
   

    
人気の為復活！和牛の旨味が
詰まった、濃厚かつ辛さが際
立つ担々麺。

厳選 Blue ランチコース
Selected Blue Lunch Course

お昼にちょっと贅沢なランチコース。ランチタイムだけのお得なコースです。

Special course only available during the lunch time.
アジアンアペタイザー ＆
ドリンク ＆ デザートブッフェ
ブッフェよりお好きなだけどうぞ

海鮮 



殻付き帆立貝 ブルゴーニュバター

沖縄県産和牛

     

    

柔らかく上質な牛肉と、味わいのある県産豚肉に
好相性な特製ネギ塩たれでお召し上がりください。

    

タイ料理のトムヤムクンをBlue流にアレンジ。
複雑な味わいのスープとプリプリなホルモンを
ご堪能ください。

サンチュ 四川風味味噌

白湯冷麺



バニラアイス

 

つ鍋

ランチ単品メニュー
A la carte of lunch

サンチュ
タン

山椒香る和牛

カルビのひつ

まぶし

 
   

    
そのままで食べて、薬味を乗せて、出汁をかけて。
3段階の美味しさを楽しめるBlue料理長特製の
和牛ひつまぶしです。

   

    

トムヤム風も
    

Buttery Garlic Scallop in the Shell

Lean meat of Wagyu from Okinawa 2 kinds
Marbled beef of Wagyu from Okinawa 2 kinds
Korean lettuce with Sichuan style miso dip

県産和牛霜降り肉 2種

肉盛り


 
Help yourself as much as you like!

 

県産和牛赤身肉 2種

Blue 牛・豚焼

¥850

 





ハラミ





カイノミ

   



和牛カルビ

   



和牛ロース

 



記載の料金に10％のサービス料と消費税を加算させていただきます。
Consumption tax and a 10% service charge will be charged in addition to the listed price.

