
CABANA



Chocolate Brownies    55
Chocolate fudge brownie served with vanilla ice cream

Orange Mousse     62
Orange cream mousse, orange zest 
served with vanilla ice cream

Pisang Onte Onte    59
Banana �ambe with palm sugar and grated fresh coconut

DESSERT

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

FRITTERS

Beef Wrap Sandwich    82
Beef cube, red bean, capsicum, onion, mozzarella cheese, 
honey mustard mayo, tortilla �our

Fish Breaded Sandwich    75
Fish breaded, tomato, cucumber, cheddar cheese,
lemon dressing, brown bread

Tuna Sandwich     79
Multi grain brown bread, tuna shredded, mayo, gherkin, 
guacamole and tomato salsa

SANDWICH

Spaghetti Al Nero Aragosta                350
Spaghetti ink squid sauce served with 150gr Grill lobster 

Ai Pollo E Funghi Penne                115
Creamy Penne with chicken, parmesan, and mushroom

Seafood Grill                  750
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

Mie Goreng フライド・ヌードル               75 
fried vermicelli with prawn, vegetable, egg �oss, 
cracker and Asian pickle 
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 

Phad Thai パッタイ                82 
�at noodles with prawn, tofu, caipo, beansprout, 
egg, chives in sweet and spicy 
エビ、豆腐、カイポ、もやし、卵、甘くてスパイシーなチャイブのフラット麺

Nasi Goreng on The Rock オンザロック・フライドライス                    89 
traditional Indonesian fried rice, chicken satay, fried egg 
�oss and 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

Lumpia ルンピア野菜                65 
fried spring roll, cabbage, carrot, chili relish
塩とコショウで揚げたキャッサバ

Gado-gado ガドガド              60 
steamed vegetable ( spinach, long bean, chayote, sweet 
corn, potato, beans curd, soya bean cake, egg ) 
served with spicy peanut sauce and melinjo crackers 
スパイシーなピーナッツソースとメリンジョークラッカーを添えた蒸し野菜ほうれん
草、長豆、チャヨテ、 スイートコーン、苦いひょうたん、じゃがいも、豆腐、大豆粕、卵）

Fish Soup フィッシュ・スープ              92 
�sh soup, tofu, turmeric paste, chili, lime, and carambola
豆腐、ターメリックペースト、唐辛子、ライム、スターフルーツの入った魚のスープ

Oxtail Soup 牛テールスープ            185 
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

Udang Sriwedari スリウェダリ・エビ `         179 
fried king prawn, paprika, yellow curry 
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         179 
fried crispy king prawn with garlic 
ニンニクとフライドクリスピーキングエK

Ikan Bakar グリルド・フィッシュ          139 
whole fresh catch of the day grilled served with your 
choice of the following: ‘Colo-Colo’: tropical salsa of 
tomato, shallot, chili sweet 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。 以下のソースからお選び
ください。'Colo-Colo（' コロコロ）ソース：トマト、 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

WESTERN ウェスタン料理

Fish and Chips フィッシュアンドチップス            68 
Fillet �sh, shimeji, tartar sauce
バラムンディ、しめじ、タルタルソース

Quesadilla チキン・ケサディーヤ            85 
�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

Atlantis on The Rock Burger  アトランティス・バーガー     98
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）   68
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    73
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       99
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                                                                                                       

STARTERS 前菜

SOUP スープ

SEAFOOD シーフード 

Sliced Fresh Fruits スライスされた新鮮な果物   52
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    55
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

Pisang Bakar グリルバナナ 60
grilled banana with cheddar rosti
グリルバナナ、チェダーレシュティ                                                                                                       

DESSERT デザート

上記価格は1000ルピア単位の表示です。すべての料金には、税金21%とサービス料が加算されます。
すべての価格は予告なしに変更されることがあります。

Prices above are indicated in thousand Rupiah. All prices are subject to 21% tax and service. 

All prices are subject to change without prior notice.
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