MENU

Breakfast

COMBOS

The Big Daddy

Breakfast

SIDES

$7.25

ビッグダディ

Two eggs; choice of ham, bacon or sausage; choice of toast,
biscuit, home fries or grits

Steak & Eggs

ステーキ＆エッグ

6 oz strip, with two eggs and home fries

Chicken Fried Steak & Eggs
チキンフライドステーキ＆エッグ

Two eggs, sausage gravy and home fries

Ham & Cheese Omelet
ハムとチーズのオムレツ

Choice of toast, biscuit, home fries or grits

Route 16 Omelet
ルート１６オムレツ

Cheddar cheese, ham, mushrooms and green peppers

Pancake Breakfast
パンケーキ

Two eggs; two pancakes; choice of ham, bacon or sausage

Loco Moco
ロコモコ

Bacon (3) $1.25
$9.10
$8.10

ベーコン

ソーセージ

Sausage $1.50

Ham $1.75

Home Fries $1.50

Cheese $0.50

Grits $1.25

ホームフライ

チーズ

Toast (2) $0.95

Biscuits $0.95

$7.15

Eggs (2) $1.95

ビスケット

Rice $1.25

Portuguese Sausage $1.95

ご飯

$7.25

グリッツ

トースト

$7.25
$7.15

ハム

卵

ポルトガルソーセージ

BEVERAGES
Milk

$1.00

Orange or Apple Juice

$1.50

Coffee

$1.50

Bottled Water

$1.25

ミルク

ジュース（オレンジ・アップル）
コーヒー

ミネラルウォーター

Rice, burger patty and sausage gravy

KIDS 12 & UNDER

BREAKFAST

Route 16 Breakfast Sandwich

ルート１６ブレックファストサンドイッチ

Fried or scrambled egg; choice of ham, bacon or sausage

Short Stack

ショートスタック

Three pancakes and choice of ham, bacon or sausage

$3.95
$6.15
$6.15

Biscuits & Sausage Gravy

$6.15

Breakfast Tacos

$1.95

ビスケットとソーセージグレイビー
ブレックファストタコス

ハム、ベーコン又はソーセージが付きます。

Egg (1)

$4.15

卵（1個）

Pancakes (2)

$4.15

French Toast (1)

$3.95

パンケーキ（2枚）

Texas French Toast (2)

テキサスフレンチトースト（2枚）

Comes with choice of bacon, ham or sausage.

Includes scrambled eggs and cheese with the choice of bacon or chorizo

フレンチトースト（1枚）

$1 Members First
Discount off
items $4 or more.

Yen Accepted

MON-FRI • 11 A.M.-8 P.M. | SAT-SUN • 8 A.M.-1 P.M. (BREAKFAST ONLY)
225-8685 • WWW.YOKOTASUPPORT.COM

Egg beaters available upon request
卵はエッグビーターに変更できます。

/RT16DINER

ROUTE 16
MENU

MAIN DRAG

UNDER THE HOOD

BEVERAGES

RT 16 Burger ルート16バーガー

$8.55

Tender juicy chicken seasoned with our own special rub and slow cooked to
perfection; served with your choice of two sides and dinner rolls

ビール（ボトル）

Tuna Garlic Sandwich ツナガーリックサンドウィッチ

$7.75

BBQ Pork or Beef Sandwich

$7.15

All sandwiches come with lettuce, tomato, onion & pickles.
8oz handmade beef patty chargrilled to your desired perfection on a
toasted kaiser bun
Tuna salad with a hint of garlic on a toasted hoagie roll
BBQポーク又はビーフサンドウィッチ

Pulled pork or shredded beef with barbeque sauce on a toasted kaiser bun,
served with a side of slaw and pickles

Italian Hoagie イタリアンホギーサンドウィッチ

$7.55

California Chicken Sandwich カリフォルニアチキンサンドウィッチ

$9.10

Buffalo Chicken Sandwich バッファローチキンサンドウィッチ

$8.75

Teriyaki Chicken Sandwich 照り焼きチキンサンドウィッチ

$8.75

Cheese Steak Sandwich チーズステーキサンドウィッチ

$8.10

Hot Dog ホットドッグ

$5.55

Chili Dog チリドッグ

$6.55

Chili Cheese Dog チリチーズドッグ

$6.95

Ham, pastrami, pepperoni, provolone, pepperoncini, lettuce, tomato and
Italian dressing
Chargrilled chicken, bacon, guacamole, tomato, shredded lettuce,
melted Swiss cheese on a toasted kaiser bun
Chargrilled chicken spun in your choice of regular Buffalo or
RIP hot sauce

Chargrilled boneless chicken breast dipped in our own Chef Yoko’s
special teriyaki sauce on a kaiser bun
Shaved beef with mushrooms, onions and peppers

Ballpark dog with chopped onions, diced tomatoes and coleslaw on the side
Same as above, with our own special housemade chili
With nacho cheese

Bottled Beer

Rotisserie Chicken ロティサリーチキン
1/4 Chicken 1/4 チキン
1/2 Chicken 1/2 チキン
Whole Chicken ホールチキン
Chicken Tenders チキンテンダー

Four all-white meat tenders served with a choice of dipping sauce
and a side

$7.55
$9.95
$14.95
$6.95
$7.10

Taco Rice タコライス

$6.10

Okinawa favorite! Ground beef, shredded lettuce, diced tomatoes and
chopped onions; topped with cheddar cheese, jalapeños and picante
sauce on steamed rice

Hot Wings ホットウイングス

Cheese Sticks チーズスティック

$6.95

Chili Cheese Fries チリチーズフライ
Chili & Rice チリライス

$6.95
$4.10

Lasagna with Garlic Toast

$7.75

Spicy chili on top of steamed rice

ラザニア（ガーリックトースト付き）

Meat sauce served with steamed broccoli, garlic bread and a cup of soup

Chili Bowl チリ（ボウル）

KIDS 12 & Under

Hot Dog & Fries ホットドッグ（フレンチフライ付き）
Grilled Cheese & Fries グリルドチーズ（フレンチフライ付き）
Chicken Nuggets & Fries チキンナゲット（フレンチフライ付き）
Baby Burger & Fries ベイビーバーガー（フレンチフライ付き）

DESSERTS

$3.95

$4.10
$4.10
$5.10
$6.10

$3.95
$4.10

Bread Pudding with Vanilla Ice Cream

$4.10

Scoop of Ice Cream (Vanilla, Chocolate or Strawberry)

$1.65

Brownie ブラウニー

$3.25

ブレッドプディング（バニラアイスクリーム付き）
アイスクリーム（バニラ／チョコレート／ストロベリーのどれか一つ）

モルツ（バニラ／チョコレート／ストロベリーのどれか一つ）

12 oz 12オンス		
16 oz 16オンス		

$2.95
$3.95
$3.95
$4.95

Tool Box (Additional 50¢) Add to Any Sandwich
American Cheese
アメリカンチーズ

Swiss Cheese
スイスチーズ

Provolone Cheese
プロボローネチーズ

Bacon

ベーコン

Guacamole

アボガドペースト

Coleslaw

コールスロー

Pepper Jack Cheese Jalapeños

Banana Pudding バナナプディング
Cheesecake チーズケーキ

Traditional New York-style cheesecake with strawberry sauce and
whipped cream

12 oz 12オンス		
16 oz 16オンス		
Malts (Chocolate, Vanilla or Strawberry)

$2.75
$3.25
$5.25
$1.25
$1.95
$2.25

$10.95

Eight wings with choice of regular Buffalo, honey mustard, spicy Asian or RIP
hot sauce; served with veggie sticks and a choice of ranch or blue cheese
Deep fried cheese sticks, served with marinara

		
Bottled Water ミネラルウォーター
Fountain Soda (Free Refills) ファウンテンソーダ (おかわり自由)
Root Beer Float ルートビアフロート
Milkshakes (Chocolate, Vanilla or Strawberry)
ミルクシェイク（バニラ／チョコレート／ストロベリーのどれか一つ）

Shrimp Basket シュリンプバスケット

Popcorn shrimp served with a choice of cocktail or tartar sauce
and a side

Domestic アメリカ
Imported その他
Japanese 日本

ペッパージャックチーズ

ハラペーニョ

SIDES

Sautéed Mushrooms

マッシュルームソテー

Sautéed Onions

オニオンソテー

Chili

チリ

Cheddar Cheese

チェダーチーズ

French Fries フレンチフライ $1.95 Onion Rings オニオンリング
Curly Fries カーリーフライ $1.95 Steamed Rice ライス
Spuds 薄切りフライドポテト $1.95 Coleslaw コールスロー
Fried Okra フライドオクラ $1.95 Steamed Vegetables 蒸し野菜
Steamed Broccoli 蒸しブロッコリー $1.95
Mac & Cheese マカロニ＆チーズ
$1.95
Side Salad サイドサラダ
$1.95

SALADS

Greek Salad ギリシア風サラダ
Caesar Salad シーザーサラダ
Chef’s Salad シェフサラダ
Caesar Salad with Grilled Chicken
シーザーサラダ・グリルドチキン付き

$2.95
$1.50
$1.50
$1.95

$7.10
$6.95
$7.10
$8.75

