ヒナナバー
MIXED GREEN SALAD

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

15

KULA CAESAR SALAD

クラ シーザー サラダ
クラ産ロメインレタス、パルメザンチーズ、クルトン、 ホー農園のチェリートマト、
アンチョビ

15

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、キュウリ、
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）、ポケソース、
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又はタルタルソースに付け
てお召し上がりください。

BLACKENED AHI TACO

炙り焼きマグロのタコス

キャベツ、ピコ デ ガヨ、ラディッシュ、ライム

21

CRAB SWEET ROLL

クラブ スイート ロール
21
マヨネーズとレモンで和えた蟹をスイートロールでサンド。マイクログリーン、フライを
添えて。

JAPANESE STYLE CHICKEN WINGS

17

COCONUT CRUSTED SHRIMP

ココナッツ シュリンプ
ココナッツを絡めてカラッと揚げたシュリンプにカフィヤライム、レモングラス、
タイチリを添えて。

17

HURRICANE TATER TOTS

14

和風チキンウィング
日本酒でマリネードしたチキンウィングを山椒、シソ、キャベツ、ししとうがらし
と共に。

ハリケーン テイタートッツ
シラチャマヨネーズ、蒲焼ソース、ふりかけ、かきもち、青ネギにテイタートッツと
トッピング。

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、
ブリーチーズ、トマト、レタス。フライドポテト添え。

FLAT BREADS フラットブレッド
MARGHERITA マルゲリータ

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

エニーカイン
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
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。

7

追加アイテム
AVOCADO アボカド
5 BACON (3pcs) ベーコン
8
GRILLED CHICKEN 9 KAUAI SHRIMP (3pcs) 15
グリルドチキン

カウアイ産シュリンプ

ナッツを含む
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。

お飲み物

スペ シ ャ ル カ ク テル

well / topshelf
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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

MANOA TRADEWINDS

マノア トレード ウィンズ

定番のメロンコラーダにツイストを加えたトロピカルマスターピース

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

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

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

MANGO 5-O

マンゴーファイブ オー

バーボンブレンド、レモンサワー、マンゴーピューレとダークラムの爽快な
カクテル

MULIWAI MELON

ムリヴァイ メロン

スイカのヴォッカ、レモンサワー、スイカピューレとミントで作った、
乾いたいたのどを潤す爽快な味わい

PRINCE 76

プリンス 76

定番のフレンチ76をピーチ、柚子、オレンジでエキゾチックにアレンジ

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

FROSÉ ALL DAY

フローズ オールデイ

ストロベリー、レモングラスとロゼのブレンドが爽やかなカクテル

ド ー ル パ イ ナップルアップグレード

中身をくり抜いた新鮮なパイナップルに
お好みのスペシャルカクテルを入れてお楽しみください！

25

ハ ワイア ントロピ カ ル カクテ ル

16

ドラ フ ト ビール

10

マイタイ、トロピカル イチ、チチ、ブルーハワイ、ピナコラーダ
コ ナ ブリューイング ロングボー ド（ ラ ガ ー ）
コ ナ ブリューイング ビッ グウ ェ ー ブ（ ゴー ル デ ン エー ル ）

輸 入 ＆ プ レ ミア ビール

9

国 産 ビー ル

8

マ ウイ ビ ッ グスウェル（IPA） 、マウイ コ コ ナ ッ ツポ ー タ ー 、ハイ ネ ケ ン、
コロナ
バドワイザー、バドライト、クワーズ ライト

グラス ワイ ン
LA MARCA PROSECCO ラ マルカ プロセッコ
AQUINAS CABERNET SAUVIGNON

14
13

アクィナスカベルネソーヴィニヨン

CALERA PINOT NOIR カレラ ピノ ノワール
SONOMA CUTRER RRR CHARDONNAY
WONDERLAND SAUVIGNON BLANC

ソノマシャルドネ

ワンダーランドソーヴィニヨンブラン

15
12
12

ス ペ シャル モ クテル （ノ ン アルコールクテ ル）

9

STRAWBERRY LI HING LEMONADE
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 CU-

CUMBER GINGER FIZZ

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

HARBOR HITO ハーバー ヒト

ミントとライムが効いたモヒートをノンアルコールでお楽しみください

ソ フ ト ドリンク ＆お茶

6

フルーツジュース 

7

コーラ、ダイエットコーラ、スプライト、
オレンジ、グアバ、パイナップル、
レモネード、フルーツパンチ、ジンジャーエール、 クランベリー
伊藤園 緑茶

