
ヒ ナ ナ バ ー

AVOCADO アボカド 5 
GRILLED CHICKEN 9 
グリルドチキン 

追加アイテム

MIXED GREEN SALAD ミックス グリーン サラダ 15
ハワイ産の新鮮野菜、ザクロとビネガーのドレッシング

KULA CAESAR SALAD クラ シーザー サラダ 15
クラ産ロメインレタス、パルメザンチーズ、胡麻風味のクルトン、 ホー農園の
チェリートマト、アンチョビ

SMOKED AHI DIP スモーク アヒ ディップ                       　 　　15
柚子胡椒が効いたマヨネーズベースの燻製アヒ(マグロ)のディップ
チップスとも相性抜群

AHI POKE w/ NORI RICE CHIPS 23
アヒ（マグロ）ポケ 海苔チップス添え 
新鮮なマグロの角切りにマウイオニオン、オゴ、青ネギ、カムエラ産キュウリ、カフク産
シーアスパラガス、ポケソース、イナモナ（原料ククイナッツ）、ハワイアンチリ、ブブ
あられ、マサゴを混ぜて

FISH AND CHIPS フィッシュ アンド チップス 21
カラッと揚げたトロマグロとフライドポテトをガーリック醬油、タルタルソース又は生姜と
青ネギのソースに付けてお召し上がりください

CRAB & LOBSTER SWEET ROLL   21
クラブ ＆ ロブスター スイート ロール
蟹とロブスターのスイートロールサンドをタラゴンアイオリと味噌マスタードと共に
マイクログリーン、フライドポテトを添えて

BLACKENED AHI TACO 炙り焼きマグロのタコス 21
キャベツ、ピコ デ ガヨ、ラディッシュ、ライム

PRIME RIB TACOS プライム リブ タコス 21
アボカドクリーム、コリアンダー、ピコ デ ガヨ

HURRICANE TATER TOTS ハリケーン テイタートッツ   　　15
シラチャマヨネーズ、蒲焼ソース、ふりかけ、かきもち、青ネギをテイタートッツと
トッピング

CHICKEN KARAAGE チキン唐揚げ 15
醤油ガーリックソース、柚子ソースと共に

AMERICAN WAGYU BURGER 和牛バーガー 25
米国和牛パイオニアのスネイクリバーファーム産のひき肉を使った和牛バーガー、
ベーコンジャム、スモークゴーダ、トマト、レタスをブリオッシュバンで挟み、フライド
ポテトを添えて

MARGHERITA FLAT BREADS マルゲリータ フラットブレッド  20
マリナラソース、トマト、モッツアレラチーズ、バジル
  
ANY KINE FLAT BREADS エニーカイン フラットブレッド          20 
マリナラソース、ペパロニ、ソーセージ、オニオン、ピーマン、マッシュルーム、モッツアレラ
チーズ、パルメザンチーズ

MINI ACAI BOWL ミニ アサイ ボール 7
アサイ、新鮮な季節のフルーツ、アナホラ グラノーラの盛り合わせに
キャンディーカカオニブ、ハワイ産ハチミツをかけて

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。021023

 ナッツを含む

カバナ情報はQRコードから
ご覧ください。

ご予約はコンシェルジュデスク
にて受付ております。

BACON (3pcs) ベーコン    8
KAUAI SHRIMP (3pcs)           15
カウアイ産シュリンプ



ソフトドリンク＆お茶       6
コーラ、ダイエットコーラ、スプライト、レモネイド、フルーツパンチ、
ジンジャーエール、伊藤園緑茶

フルーツジュース  7
オレンジ、グアバ、パイナップル、クランベリー

プレミアムカクテル      18
LIHIKOI PASSION リヒコイ パッション 

テキーラにリリコイとシトラス、ロコが好きなリヒムイを効かせた暑い日に
ぴったりのカクテル
PRINCE CHARMING プリンス チャーミング 
レモネードと桃の風味のプールサイドにピッタリなカクテル
WATERMELON SUGAR HI ウォーターメロン シュガー ハイ 
甘いスイカとバジルのヴォッカの絶妙の組み合わせが癖になる味わい
ROSÉ ALL DAY ロゼ オールデイ 
ストロベリー、レモングラスとスパークリングロゼのブレンドが爽やかなカクテル 

お 飲 み 物

グラスワイン  14
SPARKLING スパークリング プロセッコ 
WHITE 白ワイン シャルドネ、ソービニヨンブラン

RED 赤ワイン ピノノワール、カベルネソーヴィニヨン

スペシャルティーモクテル（ノンアルコールカクテル）  9
STRAWBERRY LI HING LEMONADE ストロベリー リーヒン レモネード 
CUCUMBER GINGER FIZZ キューカンバー ジンジャー フィズ 
HARBOR HITO ハーバー ヒト

ドラフトビール 10
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

KONA BREWING コナ ブリューイング 
ビッグウェーブ、 ゴールデンエール

プレミアムビール 9
maui big swell ipa マウイ ビッグスウェル イパ, maui coconut porter マウイ ココナッツ
ポータ―, kona brewing longboard コナ ブリューイング ロングボード, heineken ハイネケン, 
corona コロナ

国産ビール  9
budweiser バドワイザー, budlight バドライト, coors light クアーズライト

25

パイナップルアップグレード
新鮮なパイナップルをくり抜いたリゾート感

たっぷりの容器でカクテルを楽しみませんか？
追加料金＄10でアップグレードいたします。

スペシャルティーカクテル     16/19
INSTANT GRATIFICATION インスタント グラティフィケーション 
ウォッカとエルダーフラワー、レモンとスパークリングワインの爽快なカクテル
MULIWAI MELON ムリヴァイ メロン
ヴォッカ、レモンサワー、スイカピューレとミント、コカ・コーラで作った乾いたいたのどを潤す
爽快な味わい
HAWAIIAN REMEDY ハワイアン レメディー
ジンジャーの刺激を生かしたジンベースの爽やかなカクテル
MANGO 5-0 マンゴーファイブ オー
バーボン、マウイ産マヒナダークラム、レモン、マンゴーをミックスしたトロピカルなカクテル

トロピカルカクテル      17
HINANA MAI TAI ヒナナマイタイ
PINA COLADA ピナコラーダ
LAVA FLOW ラバフロー
BLUE HAWAII ブルーハワイ


