
CABANA



Coconut Cream Brulee    
Coconut custard served with vanilla ice cream

Chocolate Brownie    
Chocolate fudge brownie served with vanilla ice cream

Orange Mousse     
Orange cream mousse, orange zest 
served with vanilla ice cream

DESSERT

Terong Ebi     55
Deep fried aubergine, ebi, shallot and garlic

Telur Mantah     63
Deep fried tofu, ebi, shallot, chili relish sauce 

Buncis Api Api     60
Deep fried French beans with Asian spice, 
garlic crystal and chili relish

Lumpia Cabanas    49
Vegetable spring roll with honey mustard dressing

Calamari Fritted    73
Breading calamari ring with tomato dipping

Bu�alo Chicken Wing    82
6pcs of Chicken wing merited with BBQ sauce, 
served with honey mayo dressing

Crispy Pad Thai     85
Fried skin Pad Thai with cabbage, beans sprouts,
prawn chili �akes, and lime chili relish dressing

Jalapeño Poppers    78
Breading and stu�ng Jalapeno served
with Mozzarella sauce

FRITTERS

Beef Wrap Sandwich    
Beef cube, red bean, capsicum, onion, mozzarella cheese, 
honey mustard mayo, tortilla �our

Fish Breaded Sandwich    
Fish breaded, tomato, cucumber, cheddar cheese,
lemon dressing, brown bread

Taco Chicken     
Grilled chicken, spicy mayo capsicum with orange honey 
mayo dressing

Tuna Sandwich     
Multi grain brown bread, tuna shredded, mayo, gherkin, 
guacamole and tomato salsa

SANDWICH

Spaghetti Al Nero Aragosta                
Spaghetti ink squid sauce served with 150gr Grill lobster 

Ai Pollo E Funghi Penne                
Creamy Penne with chicken, parmesan, and mushroom

Nasi Goreng Ikan Asin                 
Labuan Bajo Fried Rice with egg �oss, vegetable,
pickle and crackers

Pineapple Fried Rice                 
Pineapple fried rice with capsicum, egg �oss, king prawn, 
pickle and crackers 

Seafood Grill                
Atlantis on the rock BBQ seafood platters 1 pcs lobster 
300gr, 1pcs squid 200gr, 2 pcs prawn, 1 pcs king �sh 
200gr served with rice, sauted morning glory, 
sambal matah, sambal kecap, and sambal goang

MAIN COURSE



MAIN COURSE メインコース

FARINACEOUS 澱粉質フード

Lumpia Sayuran ルンピア野菜     
fried spring roll, cabbage, carrot, chili relish
塩とコショウで揚げたキャッサバ

French Fries フライドポテト
house cut sources potato, with melted cheese add 20
フライドポテト、パルメザンチーズ、トリュフオイル

Nachos ナチョス     
tortilla chips, pico de gallo, melted cheese, red bean, 
guacamole and tomato salsa
トルティーヤチップ、ピコ・デ・ガロ、とけるチーズ、レッド・ビーンズ、
ワカモレ、トマトサルサ

Labu Telur Asin ソルティッド・エッグ・パンプキン
fried pumpkin glaze salted egg and curry leaf
塩漬け卵と刻んだカレーリーフの衣をつけて揚げたフライドパンプキン

Bola-Bola Cokro コクローボール   
chicken squid ball with special peanut sauce
チキンイカボール、ピーナッツソース

Plataran Chicken Wings プラタラン・チキン・ウイングス 
pan fried chicken wings, homemade barbecue sauce
焼き手羽先、自家製バーベキューソース

SALAD サラダ

SOUP スープ

Greek Salad グリーク・サラダ  
tomato, cucumber, onion, capsicum, olives 
and feta cheese
トマト、キュウリ、タマネギ、トウガラシ、オリーブ、フェタチーズのサラダ

Penne Salad ペンネ・サラダ
mix paprika cube, potato, boiled egg, tomato served, 
penne with pesto, balsamic reduction and parmesan cheese
ミックスパプリカの角切り、ジャガイモ、ゆで卵、トマト、
ペストソースのペンネのサラダバルサミコソースとパルメザンチーズとともに

Tomato Picante Soup トマト・ピカンテ・スープ
spicy tomato soup
スパイシーなトマトスープ

Mushroom Soup マッシュルーム・スープ
creamed mushroom soup
キノコのクリームスープ

Soup Kepiting Asparagus カニのスープアスパラガス
crab and asparagus soup
カニ肉のアスパラガススープ

Soup Buntut 牛テールスープ 
clear oxtail broth with potatoes, carrot, tomatoes, 
leeks and caramelized shallot
オックステールの透明なスープ、ジャガイモ、ニンジン、トマト、ニラやサル

ASIAN アジアン料理

Ikan Bakar グリルド・フィッシュ  
whole fresh catch of the day grilled served with your 
choice of the following: ‘Colo-Colo’: tropical salsa of 
tomato, shallot, chilisweet and sour:  pineapple, 
onion and capsicum
本日獲れたての鮮魚を、丸ごとグリルしてご用意します。

、トマト：スーソ）ロコロコ（'oloC-oloC'。いさだくび選おらかスーソの下以
サラダ、唐辛子のトロピカルソーススィートアンドサワーソース：パイナップル、
タマネギ、トウガラシのソース 

Udang Sriwedari スリウェダリ・エビ
wok fried butter�y prawn curry paste and egg �oss 
フライドキングエビ、パプリカ、イエローカレー

Udang Ramayana ラマヤナ・エビ 
wok fried butter�y prawn with red paste
ニンニクとフライドクリスピーキングエビ

Prawn Skewer プロウン・スキューア
skewer king prawn, grilled, served with tamarind yellow 
rice, salad, tropical salsa and sambal matah
キングプロウン（エビ）のグリルをタマリンドの黄いろいライス、サラダ、
トロピカルソース、バリのサンバルとともに

Bihun Goreng フライド・バーミセリ  
fried vermicelli with prawn, vegetable, egg �oss, 
cracker and Asian pickle 
焼きビーフン、海老、野菜、クリスピーな卵のフロス、クラッカー、
アジアンピクルスを添えて

Bakmi Goreng フライド・ヌードル     
fried egg noodles, prawn, �sh ball, fried egg �oss 
served with crackers
焼きそば、エビ、フィッシュボール、クリスピーな卵のフロス、クラッカーを添えて

Nasi Goreng Telor Asin     
ソルティッド・エッグ・フライド・ライス
traditional Indonesian fried rice with salted egg, 
prawn, egg �oss, crackers, Asian pickle
伝統的なインドネシアの炒飯、塩漬け卵、エビ、クリスピーな卵のフロス、
クラッカーを添えて

                                                                                                                
Nasi Goreng Kemangi グリーンバジル炒め米
traditional Indonesian fried rice with kemangi 
Indonesian basil, chicken, fried egg �oss, crackers, 
Asian pickles, sambal 
伝統的なインドネシアの炒飯グリーンバジル、チキン、目玉焼き、
キュウリのピクルスとサンバルソースを添え

Nasi Goreng On The Rock オンザロック・フライドライス 
traditional Indonesian fried rice; your choice of the 
following: Kampung (village) chicken satay, fried egg �oss, 
pickled cucumber and sambal
伝統的なインドネシアの炒飯、チキンサテ、クリスピーな卵のフロス、
キュウリとサンバルを添えて

WESTERN ウェスタン料理

Fish and Chips フィッシュアンドチップス   
deep fried breaded �sh of the day, lemon aioli and fries
今日の揚げ物、レモンアイオリ、フライドポテト

Quesadilla チキン・ケサディーヤ     
�our tortilla �lled with grilled chicken, cheese 
and pico de gallo
グリルチキン、チーズとピコ・デ・ガロがたっぷり入った小麦粉のトルティーヤ

On The Rock Club Sandwich     
オンザロック・クラブサンドイッチ
triple layer sandwich, tomato, lettuce, cheese, 
fried egg, bacon, chicken, and fries
3層のサンドイッチトマト、レタス、チーズ、フライドエッグ、ベーコン、
チキン、フライドポテトを添えて

                                                                                                                
Chicken Chimichangas チキン・チミチャンガ 
toasted tortilla, chicken mozzarella cheese, red beans, 
tomatoes, tomato salsa, and sour cream served with fries
トーストしたトルティーヤ、チキン、モッツァレラチーズ、レッドビーンズ、
トマト、トマトサルサ、サワークリーム、フライドポテトを添えて 

Atlantis on The Rock Burger  
アトランティス・バーガー
ground premium burger served on a butter griddled 
bakery-fresh bun with lettuce, tomato, red onion 
mozzarella cheese and French fries
バターグリドルで焼かれた焼き立てバンにはさんだグランド・プレミアム・
ハンバーガー、レタスやトマト、赤タマネギ、モッツァレラチーズ、
フライドポテトと一緒に

PASTA パスタ

Aglio Olio アーリオ・オリオ（v）  
spaghetti with garlic, basil, chili and olive oil
add With prawns or chicken 40 
ガーリック、バジル、唐辛子、オリーブオイルのスパゲッティ
エビまたはチキンを加えることができます。 40 

Mac and Cheese マックとチーズ
penne, mornay sauce, mozzarella, parmesan cheese
ペンネ、モルネーソース、パルメザン

Frutti di Mare フルッティ・ディ・マーレ
fettuccine served with tomato sauce and 
fresh seafood selection of �sh, prawn and squid
トマトソースと魚やエビ、イカなどの新鮮なシーフードのフェットチーネ                                                                                                       

VEGETABLES 野菜

Cah Kangkung スティアフライド・ウォータースピニッチ
wok fry morning glory, with garlic spicy oyster sauce
空芯菜のガーリックスパイシーオイスターソース炒め

Oseng-Oseng Buncis 炒め・グリーンビーンズ
sauted French bean chicken and butter
いんげんまめ、チキンのバターソテー 

Oseng-Oseng Pucuk Labu 炒め・カボチャの芽
sauteed chayote shoot, garlic, tomato, salted �sh
チャヨットシュート、チェリートマト、発酵大豆、チリ、ニンニク         

Sayur Tujuh Rupa 7種類の野菜      
mix vegetable, prawn with garlic sauce
いろいろな野菜とエビをガーリックソースとともに                                                                                                       

Sliced Fresh Fruits スライスされた新鮮な果物
sliced tropical fruits
厳選された新鮮なトロピカルフルーツのスライス

Pisang Goreng バナナ・フリッター
bananas fritters served with butterscotch sauce
バナナ・フリッターにバタースコッチソースを添えて

Uli Kelapa Bakar uliココナッツ・グリル 
coconut grated cake served with vanilla ice cream 
and butterscotch
ココナッツケーキにバニラアイスクリームとバタースコッチを添えて        

Pisang Bakar グリルバナナ 
grilled banana with cheddar rosti
グリルバナナ、チェダーレシュティ                                                                                                       

SIDES おかず

Rice 白いご飯  
 

Fried Potato Wedges (v) フライド・ポテト・ウェッジ 

Mashed Potato  (v) マッシュポテト 

Chicken Nuget チキン・ナゲット

Breaded Fish Finger フライド・フィッシュ・フィンガー 

KIDS MENU キッズメニュー

STARTERS 前菜

SEAFOOD シーフード 

DESSERT デザート



SOFT DRINKS ソフトドリンク

Cappuccino カプチー   
カフェラテ  

Macchiato マキアート    
Americano / Long Black 
アメリカノ,ロングブラック

アイスコーヒー  
Hot Tea of Your Choice  
ホットティーのセレクション

Ice Tea アイスティー 

Coca Cola,Diet Cola コカコーラ,ダイエットコーラ

Sprite, Club Soda スプライト,クラブソーダ

 
COFFE/TEA コーヒー.ティー

BEER ビール

Bintang small ビンタン小  
Bintang large ビンタン大  
Heineken ハイネケン 

Today’s Fresh Juice 本日のフレッシュジュース 

JUICE ジュース

MOCKTAIL AND SMOOTHIES
ノンアルコールカクテルとスムージー

Atlantis Special アトランティス・スペシャル 
special for atlantis on the rock this smoothies 
comes with orange juice, vanilla ice cream 
and dash of fresh milk
アトランティスオンザロックのスペシャル。このスムージーは、
オレンジジュース、バニラアイス、少量のフレッシュミルクでできています。
 
Dark Angel ダーク・エンジェル  
creamy, sweet and wiyh as an extra boost, 
double shoots of our �ne espresso, chocolate 
ice cream and fresh milk
クリーミーでスイート。エスプレッソダブルショットにチョコ
レートアイスとフレッシュミルクを加えました。

Spicy Vanilla スパイシー・バニラ       
well known for its spices Indonesia  has been 
popular for centruies Grended Anise star, cloves, 
vanilla ice cream and some cinnamon syrup
インドネシアで古くから愛されるスパイスが決め手。スターアニス、
グローブ、バニラアイス、シナモンシロップ。

Green Mist グリーン・ミスト   
a fresh combination of cucumber, lime juice,                                 
fresh picked basel leaves, apple juice topped 
with ginger ale
キュウリとライムジュース、採りたてバジル、リンゴジュース
とジンジャーエールのフレッシュなコンビネーション。 

SIGNATURE COCKTAILS 看板カクテル

Elegant lagoon エレガント・ラグーン  
rum, lime and orange juice and 
Flores smoked palm sugar – created by Maxi
ラム、ライム、オレンジジュース、フロレスのスモークパームシュガー

Atlantis Gee Tee アトランティス・ジー・ティー  
dry gin, slice cucumbers, apple juice 
and tonic splash
ドライジン、胡瓜のスライス、アップルジュース、トニックスプラッシュ

Waecicu Beach ワエチチュ・ビーチ  
vodka, midori, triple sec, watermelon juice 
and lime
ウォッカ、ミドリ、トリプルセック、スイカジュース、ライム

Virgin Bellini ヴァージン・ベリーニ 
the non alcoholic  classic served with peach, 
orange juice sparkled with chilled sprite
ピピーチ、オレンジジュースにキリッと冷えたスプライトを加
えたノンアルコールのクラシックカクテル。

Pink Citrus ピンク・シトラス       
creamy mixture of vanilla ice cream                                                     
with strawberries, orange and lime juice
バニラアイスといちご、オレンジ、ライムジュースをミックスした
クリーミーな味わい。

Virgin Colada ヴァージン・コラーダ  
fresh pineapple juice, coconut milk blended 
with vanilla ice cream for those summer chills
フレッシュパインジュース、ココナッツミルクにバニラアイスを
ブレンドした夏のひんやりドリンク。  

Atlantis Punch アトランティス・パンチ 
a mix of atlantis most fresh topical juices, 
its fruity blend or guava, sour soup, orange, 
mango sweetened by a little drizzle of honey
グァバ、サワーソップ、オレンジ、マンゴーをブレンドした、
アトランティスでもっともフレッシュなトロピカルジュース。


