SEASIDE STARTERS シーサイド スターター
Classic Cheese Sticks

$4.95

Fried Calamari

$8.95

Coconut Shrimp

$6.95

Crab Cakes

$9.95

Crab Dip

$9.95

Bacon Wrapped Scallops

$8.95

チーズ スティック
Served with Marinara sauce

カラマリ (イカ) フライ
Served with Marinara and rémoulade
ココナッツ シュリンプ
Served with sweet Thai chili sauce
クラブ ケーキ
Served with roasted corn salsa and Chipotle aioli
クラブ ディップ
A crab infused, white spinach dip, served with crispy blue corn chips
帆立のベーコン巻
Served with pineapple salsa, herb oil, and Chipotle citrus maple syrup

SALADS

SANDWICHES

サラダ

House Salad

Small

サンドイッチ

$3.50 Large $6.95

ハウス サラダ
Fresh lettuce, tomato, cucumber, and carrot

Caesar Salad

$6.95

Chef Salad

$8.95

シーザー サラダ
Fresh lettuce, Parmesean, and Caesar dressing

シェフ サラダ
Turkey, ham, salami, egg, fresh lettuce, tomato, carrot, cucumber,
and Mozzarella

Seafood Salad

$11.95

All sandwiches served with french fries
（フライドポテトが付いています）

Grilled Mahi Mahi Sandwich

$13.95

Seaside Shrimp Cake Burger

$9.95

グリル マヒマヒ サンドイッチ
Grilled Mahi Mahi, fresh lettuce, tomato, onion, pickles,
and Seaside sauce

シーサイド シュリンプ ケーキ バーガー
Crispy shrimp cake, fresh lettuce, tomato, onion, pickles,
and Seaside sauce

Crab Cake Burger

$12.95

Road Kill Burger

$10.95

シーフード サラダ
Shrimp, salmon, crab, scallops, mussels, fresh lettuce, red onion,
tomato, and cucumber

クラブ ケーキ バーガー
Crab cake, fresh lettuce, tomato, onion, pickles, and
Seaside sauce

Add: (プラス）

ロード キル バーガー
Fried onion, mushroom gravy, Pepper Jack, bacon, fresh
lettuce, tomato, and pickles

Fried or Grilled Chicken (6 oz.)

$3.00

Grilled Salmon (4 oz.) グリル サーモン

$4.00

Fried Calamari (4 oz.) カラマリ（イカ）フライ

$3.50

Grilled Flat Iron Steak (4 oz.) グリル ステーキ

$4.50

フライド又はグリル チキン

Dressing: Ranch, Italian, Japanese,
Thousand Island, or Honey Mustard

Classic Cheeseburger

$8.95

Veggie Burger

$8.95

クラシック チーズバーガー
An 8 oz. patty served with your choice of cheese, fresh lettuce,
tomato, onion, pickles, and Seaside sauce
ベジーバーガー
Two 4 oz. veggie patties served with fresh lettuce, tomato,
onion, and Thai chili sauce

ドレッシング：ランチ、
イタリアン、和風、
サウザンアイランド
又はハニーマスタード

Add: (プラス）
Extra Cheese (Pepper Jack, American, Provolone) $1.00

チーズ 追加 (ペッパージャック、
アメリカン、
プロボロン）

SOUPS
スープ

Smoked Bacon ベーコン

$2.00

Grilled Pineapple グリルパイナップル

$2.00

Tomato Basil

Cup (6 oz.)
Bowl (12 oz.)

$2.50
$4.95

Sliced Avocado アボカド

$2.00

Seafood Bisque

$3.00
$5.95

Sautéed Mushrooms マッシュルーム

$0.75

Cup (6 oz.)
Bowl (12 oz.)

Fried Onions フライドオニオン

$0.75

Sliced Jalapeño ハラペーニョ

$0.75

トマト バジル

シーフード ビスク

Soup & Salad Combo

スープ＆サラダコンボ
Bowl of your choice of soup and a large house salad.
Served with a brioche roll

$10.95

HANDHELD ハンドヘルド
Jerk Chicken Tacos

$8.95

Jerked Mahi Mahi Tacos

$9.95

Margherita Flatbread

$6.95

Shrimp Alfredo Flatbread

$7.95

ジャーク チキン タコス
Grilled chicken, roasted corn salsa, fresh lettuce, cilantro, avocado, and sour cream. Served with french fries
ジャーク マヒマヒ タコス
Chipotle aioli, fresh lettuce, pico de gallo, and pineapple salsa. Served with french fries
マルゲリータ フラットブレッド
Marinara sauce, fresh tomato, basil, and Mozzarella topped with pesto drizzle
シュリンプ アルフレード フラットブレッド
Shrimp, Alfredo sauce, shaved Parmesan, roasted garlic, and red pepper flakes, topped with Buffalo
ranch drizzle

Fish & Chips

$10.95

フィッシュ＆チップス
Fried whitefish served with tartar sauce and french fries

FROM THE SEA フロム ザ シー
PASTA

Served with garlic bread and soup or salad

パスタ（ガーリックブレッドとスープ又はサラダが付いています）

Seafood Alfredo Pasta

$12.95

Cajun Shrimp and Sausage Pasta

$11.95

Garlic and Shrimp Pasta

$12.95

シーフード アルフレード (ホワイトソース）パスタ
Shrimp and scallops Alfredo served with your choice of penne or linguine pasta
ケージャン シュリンプ&ソーセージ パスタ
Andouille sausage, shrimp, sautéed vegetables, spicy tomato cream sauce, and your choice of penne
or linguine pasta
ガーリック&シュリンプ パスタ
Linguine and shrimp sautéed in olive oil, garlic, and red pepper flakes

FISH

Served with a fresh Brioche roll, two sides, and soup or salad

お魚料理（ロールパン、スープ又はサラダとサイドメニューから２品お選び下さい）

Fresh Catch of the Day – Grilled, Blackened, or Butteryaki

$18.95

Grilled or Blackened Mahi Mahi with Pineapple Salsa

$16.95

Grilled or Blackened Salmon with Mango Salsa

$15.95

Grilled or Blackened Swordfish

$16.95

本日の海の幸 (グリル、
ブラッケンド又はバター焼き)

マヒマヒ(グリル又はブラッケンド) パイナップル サルサを添えて

サーモン(グリル又はブラッケンド) マンゴー サルサを添えて

メカジキ(グリル又はブラッケンド) マンゴー又はパイナップル サルサを添えて
Served with your choice of mango or pineapple salsa

STEAKS

ステーキ

Your choice of Marina steak sauce or herbed butter, a fresh Brioche roll, two sides, and soup or salad
マリーナステーキソース又はハーブバター
ブリオッシュ ロール、
スープ又はサラダ とサイドメニューから２品お選びください

Ribeye Cowboy Steak (24 oz.) for Two リブアイ カウボーイ ステーキ

$39.95

T-Bone Steak (20 oz.) Tボーン ステーキ

$25.95

Ribeye (10 oz.) リブアイ ステーキ

$20.95

Flat Iron (8 oz.) フラット アイロン ステーキ

$16.95

Center Cut Filet Mignon (8 oz.) センター カット フィレミニョン

$21.95

Butterflied Pork Chop with a Tennessee Whiskey Glaze (20 oz.)

$16.95

テネシーウィスキーグレーズド ポークチョップ

SIGNATURE SIDES

MIXED GRILLS
ミックス グリル

シグネチャー サイド

Sautéed Seasonal Vegetable

$3.00

Seafood Mac & Cheese

$3.95

Steakhouse Green Beans

$3.00

ロブスター テール

Rosemary Potatoes

$3.00

グリル シュリンプ

Buttery Corn Kernels

$2.50

French Fries

$2.00

Steamed White Rice

$2.00

季節の野菜ソテー

シーフード マカロニ＆チーズ

ステーキハウス グリーンビーンズ
ローズマリー ポテト
コーン

フレンチフライ
ライス

To compliment any entree

メインディッシュと一緒にいかがですか

Lobster Tail (1)

$15.95

Grilled Shrimp (4)

$4.95

Bacon Wrapped Scallops (3)

$6.95

Crab Cake (1)

$8.95

帆立のベーコン巻き
クラブ ケーキ

DESSERTS デザート
Cookie-misu

$5.95

Shikwasa Pie

$4.95

Chocolate Toffee Dessert

$6.95

“Chimi” Cheesecake

$6.95

クッキーミス
A yummy twist of the classic tiramisu, using chocolate cookies for a dessert that’s very rich and satisfying but,
not too sweet
シークァーサー パイ
An all Okinawan version of a slice of “key-lime” pie topped with strawberry sauce

チョコレートトフィー デザート
A decadant layering of fudge brownie, chocolate pudding, whipped cream, and toffee chips to indulge in

“チミ” チーズ ケーキ
Did we just fry cheesecake? Yes! Yes we did. Coated it with cinnamon sugar, topped it with caramel sauce and
serve it with vanilla ice cream

Ice Cream

1 Scoop $1.50 2 Scoops $3.00

アイス クリーム
Your choice of vanilla, chocolate, or strawberry. Served with a lady finger garnish, whipped cream, and of course,
the cherry on top

BEVERAGES ドリンク
Milk		

$1.95

Sweet & Unsweet Tea

$1.95

Hot & Iced Coffee

$1.75

Soft Drink

$1.75

ミルク
紅茶（砂糖入り又は無糖）
ホット又はアイスコーヒー

Coke, Coke Zero, Ginger Ale, Sprite, Dr. Pepper, Pink Lemonade, or Seaside Soda
ソフト ドリンク
コカコーラ、コカコーラゼロ、ジンジャーエール、 スプライト、
ドクターペッパー、ピンクレモネード、
シーサイドソーダ

Fruit Juice

Orange, Apple, Grapefruit, Cranberry, Pineapple, or Tomato
フルーツジュース
オレンジ、アップル、グレープフルーツ、クランベリー、パイナップル、トマト

*** Tea and coffee are free for Club members ***

$2.95

