ス ペシャルカク テル
MARY ANN AND GINGER

クラシックカクテル
16

メリーアン アンド ジンジャー

オールドファッション			

ライチピューレとライムジュースに自家製パウハナミュールを

トラディショナル モヒート

加えて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

BRAMBLE BERRY TEA

マンハッタン 			

クラシックマルゲリータ		

16

ブランブル ベリー

マイタイ

ボンベイブランブルを加えた爽やかなティーカクテル

ビール

アールグレイとセージのブレンドにシトラスの酸味が特徴

生ビール (16 oz.)

SAIL AWAY

16

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、
シーソルトで縁取りしオンザロックで

POMEDORES CARNIVAL

16

ポメドレス カーニバル
カザドレスレポサド テキーラと自家製アガベシロップがザクロ、
生姜、シトラスと混ざってまるでメリーゴーランドのスピンの
ような陽気な味わい

MANGO MANTRA

16

マンゴー マントラ
まるで天体のようにラム、マンゴー、アーモンドと各種スパイス
をブレンド、少量のバニラと苦味が効いたマントラをイメージ
したカクテル

TROPICAL SUNSET

16

トロピカル サンセット
ココナッツクリーム、パイナップルジュースをシェイクした南国の
バラダイスを予感させるカクテル

16

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

WAIKI-TEA

16

ワイキー ティー
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

10

3

国産瓶ビール

8

輸入・国産プレミアム瓶ビール

9

バドワイザー
バドライト

ハイネケン
コナロングボード（ラガー）
コロナ
モデロ エスペシャル

ノンアル コ ー ル
ス ペシ ャ ル ド リ ン ク

STRAWBERRY LI HING LEMONADE 9

バカルディ―ラム、アペロール、パッションフルーツピューレ、

DA ALA MO-JITO

ホノルルビール ワークス ホップ アイランド (IPA)
マウイ ビキニ ブロンド（ラガー）
ワイキキ ブリュー ハナホウ ヘフ
コナ ビッグ ウェーブ（ゴールデンエール）
ブレイクタイム（ブロンドエール）
クアーズ ライト 		

16
16
16
16
16

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

CUCUMBER GINGER FIZZ

9

HARBOR HITO

9

BASIL STRAWBERRY TEA

9

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
効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

シ ャンペン＆ スパー ク リン グワ イ ン

BOTTLE / GLASS
リオンド プロセッコ 750ML イタリア産

48

14

ドメイン シャンドン ロゼ カリフォルニア産

59

16

ローデレール エステート ブリュ カリフォルニア産

65

17

テタンジェ ブリュ ラ フランセーズ フランス産

99

ヴーヴ クリコ ポンサルディン ブリュ フランス産

149

モエ シャンドン ドン ぺリグノン フランス産

375

白ワイン 

温かい 飲み物

Coffee コーヒー
Decaf ノンカフェインコーヒー
5

その他 コーヒー

Espresso エスプレッソ
Cappuccino カプチーノ
Latte ラテ
5

BOTTLE / GLASS

ウッドブリッジ ホワイト ジンファンデル カリフォルニア産

44

スモーク ツリー ロゼ カリフォルニア産

62

カポサルド ピノ グリージョ イタリア産

48

シャヘイレム ピノ グリ オレゴン産

73

フェウディ サン グレゴリオ ファランギーナ イタリア産

52

14

シドゥリ シャルドネ オレゴン産

55

15

ワンダーランド ソーヴィニヨンブラン ニュージーランド産 48

13

ケーキブレッド ソーヴィニヨンブラン カリフォルニア産

飲み物

12

13

91

炭酸飲料（お代わり自由）
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
6

フルーツ ジュース

ガーギッチ ヒルズ シャルドネ カリフォルニア産

102

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

ケーキブレッド シャルドネ ナパ カリフォルニア産

105

7

ルイス ラトゥール プイリー フュイッセ フランス産

66

17

CF リーシングガンダ―ロック ドイツ産

49

13

ヘス シャテール シャルドネ カリフォルニア産

14

フェラーリ カラノ シャルドネ モントレー産

82

シェ グラビル ラコステ BL 20 グレーヴェ フランス産

60

赤ワイン 

BOTTLE / GLASS

オポロ ジンファンデル カリフォルニア産

48

ドライ クリーク ジンファンデル カリフォルニア産

83

ペンフォールド マックス シラーズ オーストラリア産

54

15

ボエン ピノ ノワール カリフォルニア産

50

14

カテナ マルベック アルゼンチン産

50

ペリン コーテス デュ フォン ナチュレ 19 フランス産

52

ダックホーン メルロ カリフォルニア産

13

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

14

140

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

セントフランシス カベルネ ソーヴィニヨン カリフォルニア産

16

ハワイ産オリーブオイル、レモンサバイヨン

トレアナ カベルネ ソーヴィニヨン カリフォルニア産

72

19

セブンフォールズメルロー ワシントン産

52

14

LILIKOI CREME BRÛLÉE

ポノ アイナ ピノ ノアール カリフォルニア産

98

シャトー モンテレナ カブ ソーヴィニヨン カリフォルニア産
エミリオ モロ テンプラニーリョ スペイン産

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 178
ケイムス カベルネ ソーヴィニヨン カリフォルニア産

184

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209
フレスコバルディ リモール トスカーナイタリア産
オリオン スイフト エイト イヤーズ イン ザデザートブレンド
カリフォルニア産

TIRAMISU

124
52

48
102

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

14

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

10
ワンハンドレッドセイルズお薦め

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。

