
UME-HIBISCUS
梅ーハイビスカス

チョーヤ梅酒、ハイビスカス、柚子、ソーダ

LEMON-GINGER
レモンージンジャー

レモンで風味付けされたヴォッカ、ジンジャー、
ペルノ、レモンエッセンス、ソーダ

COCONUT-UBE
ココナッツーウベ

コロア ココナッツ ラム、ハマクア コースト プレミアム ウベ、
パイナップル、レモングラス、ライム

MAI TAI
マイ タイ

コロア ゴールド ダークラム、オレンジ リキュール、
ハマクア コースト マカデミアナッツ オーグレート、バニラ

TROPICAL SUNSET
トロピカル サンセット

コロア ホワイト ラム、アペロール、
ハマクア コースト プレミアム リリコイ、

パイナップル、ココナッツ

SAIL AWAY
セイル アウェイ

エラドゥ―ラ シルバー テキーラ、
サンジェルマン エルダー フラワー、

キュウリ、タイ バジル

MARY ANN AND GINGER 
メアリーアン＆ジンジャー

チトーヴォッカ、マンゴ、ライム、ミント、
フィーバー ツリー ジンジャー ビール
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トロピカル

クラシック

OLD FASHIONED
オールド ファッション

メーカーズマーク バーボン、オレンジ エッセンス、
ルクサルド チェリー

MANHATTAN
マンハッタン 

リッテンハウス ライ ボトルド イン ボンド ウイスキー、
ノイリ― プラット ルージュ ヴァムース、

アンゴスチュラ ビターズ
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LOCAL FEATURES 地産地消:
koloa rum コロア ラム

hamakua coast premium ハマクア コースト プレミアム
lemongrass レモングラス

ginger ジンジャー
pineapple パイナップル
cucumber キュウリ
thai basil タイ バジル

mint ミント
hibiscus ハイビスカス

ハワイ産 
ドラフトビール

ALOHA BEER x PRINCE WAIKIKI
アロハ ビールｘプリンス ワイキキ

”ベイビー フロート ルぺス”、IPA、2015

BROKEN BOUNDARY BREWERY 
ブローケン バウンダリー ブリューアリー
缶ビール、係りにお尋ねください、2020

HANA KOA ハナ コア
ブレイクタイム ブロンド エール、2019

WAIKIKI BREWING CO., 
ワイキキ ブリューイング CO.,

ハナ ハウ ヘフェ、2015

HONOLULU BEER WORKS 
ホノルル ビール ウォークス
ホップ アイランド IPA、2014

MAUI BREWING CO., 
マウイ ブリューイング CO.,
ビキニ ブロンド ラガー、2005

KONA BREWING CO., 
コナ ブリューイング CO.,

ビッグウェーブ ゴールデンエール、1994
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COORSLIGHT クアーズライト
アメリカ産 ライトビール

BUDLIGHT バドライト
プレミアムライト

BUDWEISER バドワイザー
アメリカ産

CORONA コロナ
メキシコ産 ペール ラガー

HEINEKEN ハイネケン
オランダ産

KONA BREWING Co 
コナ ブリューイング CO.,

ハワイ産 コナ ロングボード ラガー

MODELO ESPECIAL 
モデロ エスペシアル

メキシコ産 ピルスナー スタイル
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HIBISCUS ハイビスカス
ハイビスカス、レモン、柚子、ソーダ 

UBE ウベ
ハマクア コースト プレミアム ウベ、ライム、 

フィーバー ツリー ジンジャー ビール 

CUCUMBER-GINGER 
キューカンバージンジャー

キュウリ、ジンジャー、レモン、タイ バジル
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ノンアルコール

ビール

ワンハンドレッドセイルズ - お薦め



温かい 飲み物    
coffee コーヒー

decaf ノンカフェインコーヒー

tea お茶
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コーヒー各種
espresso エスプレッソ

cappuccino カプチーノ

latte ラテ
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炭酸飲料
coke コーラ

diet coke ダイエット コーラ

dr. pepper ドクター ペッパー

lemonade レモネード

sprite スプライト

fruit punch フルーツ パンチ

ginger ale ジンジャー エール

root beer ルート ビール
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フルーツ ジュース
orange オレンジ

guava グアバ

pineapple パイナップル

cranberry クランベリー

grapefruit グレープフルーツ
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飲 み 物

より新鮮な食材をご提供するため、メニューあるいは食材の一部を変更させていただく場合が
あります。食物アレルギーをおもちのお客様は、サービス係員までお知らせください。
生または完全に加熱されていない肉類、魚介類、卵、低温殺菌されていない牛乳を
食することは、一般的に食中毒にかかる危険性を高めるとされています。

   デ ザ ー ト 
CHOCOLATE PROFITEROLE 

チョコレート プロフィテロール
バニラクリームフレーシュ、グランマルニエ、カカオニブ

BLACK SESAME TARTLET 
黒ゴマのタルト

マウイクイア チョコレート、
カラマンシーカード、メレンゲ

CARROT CAKE 
キャロットケーキ

ハワイ産オリーブオイル、レモンサバイヨン

LILIKOI CREME BRÛLÉE 
リリコイクリームブリュレ

ラプサンス―チョンティー、リリコイプリザーブ 

TIRAMISU
ティラミス

マスカルポーネチーズ、ココアパウダー、
ラズベリーのコンフィ
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白 ワ イ ン   グラス / ボトル

ROSE  ロゼ  62
smoke tree, sonoma county, california, 2017

FAL ANGHINA  ファランギーナ  14   52
feudi di san gregorio doc, italy, 2020

SAUVIGNON BL ANC  ソーヴィニヨンブラン    13   48
wonderland, new zealand, 2020

SAUVIGNON BL ANC ソーヴィニヨンブラン        91
cakebread, rutherford, napa valley, california, 2019

PINOT GRIGIO  ピノ グリージョ 13  48
caposaldo doc, delle venezie, italy, 2021

L ACOSTE BL ANC  ラコステ ブラン      60
ch gravil le, bordeauz, semillon, france, 2021 
CHARDONNAY  シャルドネ 17   66
louis latour, pouil ly fuisse, maconnais, france, 2020

CHARDONNAY  シャルドネ    14 
hess shirtail,  california

CHARDONNAY シャルドネ 15 55
siduri, willamette valley, oregon, 2019

CHARDONNAY  シャルドネ  102
grgich, rutherford, napa valley, california, 2013 
CHARDONNAY シャルドネ    105
cakebread, rutherford, napa valley, california, 2020

シャンペン＆
スパークリングワイン  グラス / ボトル

PROSECCO  プロセッコ 14 48
riondo, italy

ROSE  ロゼ    16 59
domaine chandon, california

BRUT  ブリュ     17 65
roederer estate, california

BRUT LA FRANCAISE ブリュ ラ フランセーズ  99
taittinger, france 
BRUT ブリュ  149
veuve clicquot, ponsardin, france 

赤 ワ イ ン   グラス / ボトル

PINOT NOIR  ピノ ノワール 14  50
boen, santa barbara, sonoma county, california, 2020
SANGIOVESE  サンジョヴェーゼ  48
frescobaldi, gorgana, tuscany, italy, 2019           
TEMPRANILLO  テンプラニーリョ    14 52
emilio moro, ribera del duero, spain, 2019
GRENACHE/SYRAH  グルナッシュ／シラー 14 52
famille perrin “nature”, cotes du rhone, france, 2019
MERLOT  メルロー    14 52
the velvet devil,  washington, 2019
MERLOT メルロー    140
duckhorn, st. helena, napa valley, california, 2019
SHIRAZ  シラー    15 54
penfolds bin 2 mataro, south australia, 2017
RED BLEND レッド ブレンド     102
orin swift, “8 years in the desert”, california, 2020
ZINFANDEL  ジンファンデル 13 48
opolo, california, 2020
ZINFANDEL  ジンファンデル  83
dry creek, sonoma county, california, 2015
MALBEC マルベック  50
catena, argentina, 2019
CABERNET SAUVIGNON カベルネ ソーヴィニヨン    16
st. francis, sonoma, california
CABERNET SAUVIGNON カベルネ ソーヴィニヨン   19 72
treana, sonoma county, california, 2020
CABERNET SAUVIGNON  カベルネ ソーヴィニヨン  124
chateau montelena, california, 2018
CABERNET SAUVIGNON カベルネ ソーヴィニヨン    178
cakebread, napa valley, california, 2018   


