アルコール
スペシャルカクテル
アイランド マジック
ボンベイサファイアジンをキュウリエキスと混ぜ、フレッシュライムと
ジンジャーと氷でひんやりとシェイクした、さっぱりとした爽快な飲み心地

メアリーアン アンド・ジンジャー
マンゴーピューレ、フレッシュライムジュースを加えた自家製グレイ
グース ル メロンミュールカクテル、フレッシュミントとジンジャービールと共に、
オンザロックで

セイル アウェイ
テキーラ カサドレスとエルダー フラワー リキュール マルガリータを
新鮮なキュウリとバジル、ライム果汁をミックスしたカクテル、オンザロックで

シークレット ランデブー
ブロードベント
マデラ酒とエヴァン・ウィリアムズ
ブラックレーベル バーボン、ジファール バナナ ドゥ ブラジルを使った
自家製デカンターカクテルに、ポメグランテ（ざくろ）エキスをアクセント
に仕上げたカクテル

ダ・アラ モヒート
ホテルのシグニチャーカクテルであるモヒート、ドンＱクリスタル、ココナッツ
クリームをライムジュースでミックスしたカクテル、フレッシュミントで
仕上げてオンザロック

ワイキ ティー
ホテルの人気カクテルモヒート、ハワイ産のパウ ヴォッカ、フィド ストリート・
ジンサミービーチバー ラムに、コアントローをアクセントに、レモン果汁と
コカコーラで仕上げて、ロングアイランドティースタイルで

クラシック カクテル
マンハッタン
オールドファッション
トラディショナル モヒート
クラシック マルガリータ
マイタイ

生ビール
マウイ ビッグ スウェル
マウイ ビキニ ブロンド
ブルー ムーン
コナ ビッグウェーブ
レストラン内タップ生ビール
クアーズ ライト

国産瓶ビール
バドワイザー
バド ライト
クワーズ ライト
ミラーライト

輸入・国産プレミアム瓶ビール
ハイネケン
ハイネケン ライト
コロナ
マウイ ココナッツ ポーター
ハーケ ベック
コナ ロングボード（ラガー）

ワイン＆シャンパン
シャンパン＆スパークリングワイン

ボトル

グラス

ボトル

グラス

ボトル

グラス

ラマルカ プロセッコ イタリア産
ラマルカ プロセッコ イタリア産
ドメイン シャンドン ロゼ カリフォルニア産
ローデレール エステート ブラスト カリフォルニア産
ヴーヴ クリコ ポンサルダン ブリュット フランス産
モエ シャンドン ドム ぺリグノン フランス産

白ワイン
ベリンジャー ホワイト ジンファンデル カリフォルニア産
リフ ピノ グリージョ イタリア産
ジェイ ヴィンヤード ピノ カリフォルニア産
チュラヘイム ピノ グリ オレゴン産
ケンダル ジャクソン リースリング カリフォルニア産
ツィルケン エステート リースリング ドイツ産
ツィルケン エステート リースリング ドイツ産
ノビロ サヴィグノン ブラン ニュージーランド産
ケーキブレッド サヴィグノン ブラン カリフォルニア産
ヘス シラテイル クリーク シャルドネ産
ソノマ カッター RRR シャルドネ産
モンテス アルファ シャルドネ チリ産
フェラーリ カラノ シャルドネ モントレー産
チャルク ヒル エステート シャルドネ カリフォルニア産
ガーギッチ ヒルズ シャルドネ カリフォルニア産
ケーキブレッド シャルドネ カリフォルニア産
ルイス ラトゥール プイィ フュイッセ フランス産
ミケーレ キャルロ ガヴィ イタリア産

赤ワイン
ランチョ ザバコ ジンファンデル カリフォルニア産
ドライ クリーク ジンファンデル カリフォルニア産
エダナ バレー ピノ ノワール カリフォルニア産
アケシア ピノ ノワール カリフォルニア産
バイロン ピノ ノワール サンタマリナ産
モンテス アルファ メルロ チリ産
ダックホーン メルロ カリフォルニア産
ティリア マルベク アルジェンチーナ産
ピーター レフマン シラズ オーストラリア産

コスタ デ オロ カブ サウビグノン サンタマリア、カリフォルニア産
アクイナス カベルネ ソーヴィニヨン カリフォルニア産
チャールズ クラグ カベルネ ソーヴィニヨン ナパ産
シャトー モンテラナ カブ ソーヴィニヨン カリフォルニア産
ケーキブレッド カベルネ ソーヴィニヨン カリフォルニア産
ケイムス カベルネ ソーヴィニヨン カリフォルニア産
シルバー オーク カベルネ ソーヴィニヨン カリフォルニア産
ミケーレ キャルロ トルトニアーノ バローロ イタリア産

おつまみ

韓国風に味付けしたカリフラワーの唐揚げをスパイシー醤油にからめて

ウニ カルボナーラ
イカ墨パスタをウニカルボナーラソースでからめ、いくらとシソが絶妙
のアクセント

チキン ウィングス
チャチロン（豚皮のから揚げ）とランチドレッシングを添えた手羽の
から揚げはソルト＆ビネガー、もしくはバッファロースタイルからお選びください

タロチップス＆ハムス
枝豆
シンプルな塩、もしくは韓国風スパイシーな味付けからお選びください

チージー カルア フライ
カルアポークとチーズを盛り付けたフライドポテト

フライドポテト
トリュフ フライドポテト
フライド カラマリ
カリっと揚げたイカにカクテルソースを添えて

フラットブレッド

マルガリータ
マリナラソース、トマト、モッツアレラチーズとバジルをのせて

ベジタブル
マリナラソース、マッシュルーム、ピーマン、オニオン、トマト
モッツアレラチーズとパルメザンチーズをのせて

エニーカイン（盛りだくさん）
マリナラソース、ペパロニソーセージ、オニオン、ペッパー、マッシュルーム
カルアピッグ、モッツアレラチーズとパルメザンチーズをのせて

椎茸
ソテーされた椎茸とオニオン、ブリサンチーズとミクログリーンに
濃縮バルサミコ酢ソースをかけて

アヒ ポケ

時価

マグロの角切りにハワイ エバ産オニオン、青ねぎ、オゴ（海草）、
ハワイ産赤唐辛子、醤油、ハワイ産アラエアシーソルトをまぜて

カリフォルニア ロール
カニ、アボカド、きゅうりを裏巻きにしたアメリカスタイルの巻き寿司

天ぷら ロール
海老の天ぷら、カニ、きゅうり、シソ、アボカド、キューピーマヨネーズ
蒲焼きソースと天かすの巻き寿司

ハニーコンボ チーズセット
マノアで取れたハニーコンボ（蜂の巣）、ブルーチーズ、ブルサンチーズ
新鮮なベリーとトーストしたフランスパンを添えて

プライムリブおつまみスタイル
283グラムのじっくりとローストしたプライムリブに肉汁ソースと
クリーミーな西洋わさびソースを添えて

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ございま
すことをご了承ください。ご不明な点がございましたら、サービス係員までお尋ねください。
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。

お飲み物
ノンアルコール・特製ドリンク
ストロベリー・リーヒン・レモネード
ストロベリーとハワイ特産の甘味料リーヒンで作った特製レモネード
キューカンバー・ジンジャー・フィズ
キュウリとジンジャーの爽やかな風味に微妙な炭酸をきかした
さっぱりした味わい
ハーバー・ヒト
ミントとライムがきいたモヒートをノンアルコールでお楽しみください
バジル・ストロベリー・アイスティー
ストロベリーとバジルにライムをきかしたシャングリラ・アイスティー

炭酸飲料
コーク

ダイエットコーク ドクターペッパー

スプライト フルーツパンチ

ジンジャーエール

レモネード
ルートビア

ジュース
オレンジ

グアバ

クランベリー

パイナップル

グレープフルーツ

温かいお飲み物
コーヒー
ノンカフェイン・コーヒー

コーヒー各種
エスプレッソ
カプチーノ
ラテ

ティー
ブラック・カラント・ディカフェイン・ティー
熟れたクロスグリの風味を生かしたこくのあるオーガニックブラックティー
（ノン・カフェイン）
マサラ・チャイ
厳選された薫り高いスパイスを効かしたオーガニックセイロンティー
ブレックファースト・ティー
上質のセイロンオーガニックブラックティー、こくのある豊かな風味が特徴
アールグレイ
ベルガモットの薫り高い、上質のオーガニックアールグレイティー
スプリング・グリーンティー
自然な甘みが薫り高いオーガニックの最高級マオジャンフルリーフ緑茶
カモミール・ミント
リラックス効果のあるカフェインフリー、オーガニック・カモミールティーに
ミントの爽快感を加えて

