
前菜とサラダ
Soup of the day

02 本日のス－プ $6.50

Side of focaccia

03 フォカッチャ(パン)  $2

SMaLL MiXed-GReeNS SaLad

04 ミックス・グリ－ンサラダ  
クルミ,  アジア－ゴチ－ズ, 
赤ワインのヴィネグレット・ソ－ス 
$6.50

aNaheiM peppeRS

05 アナハイムペッパ－  
ししとう,　ケッパ－，アンチョビ， 
ガ－リック，フォカッチャ添え $15.95

GRiLLed LoNG eGGpLaNt

06 なすのグリル焼き  
グリルしたなす，ゴートチ－ズ， 
スイ－ト・チリソ－ス，バジルオイル， 
フォカッチャ添え $14.95

NiÇoiSe SaLad

07 ニ－ス風サラダ  
香菜マグロのたたき，シャロット・ 
ロ－スト，ヴィネグレット・ソ－ス 
$20

Mahi Mahi + SoBa NoodLe SaLad

08 マヒマヒ＆そばサラダ  
グリルしたマヒマヒ，そば， 
キュウリ，ミント，ライム醤油 
のヴィネグレット・ソ－ス $18.95

GRiLLed ShRiMp SaLad

09 シュリンプサラダ  
地元ナロ農場の野菜，イチゴ， 
オレンジ，アボカド，グリルした 
シュリンプ，ショウガと西洋 
タマネギのビネグレットソース $21.95

WaRM Goat cheeSe SaLad

10 温かいゴートチ－ズのサラダ  
地元ナロ農場の野菜，ゴートチーズ， 
季節のフル－ツ，クルミ， 
蜂蜜とタイムの ヴィネグレット・ソ－ス  
$16.95

SpiNach SaLad

11 ほうれん草のサラダ  
ほうれん草，フェタチーズ， 
クランベリー，南瓜，アーモンド， 
フルーツ風味のビネグレットソース 
$16.95

MaRKet SaLad

12 マ－ケット・サラダ  
今日仕入れた新鮮食材， 
地元ナロ農場の 
野菜，クスクス，カレ－風味の 
グリルチキン $18.95

RoaSted tuRKey cuRRy SaLad

13 ローストターキーサラダ  
カレー風味のローストターキー， 
地元ナロ農場の野菜， 
季節のフルーツ， 
カシューナッツ，プラム風味の 
ビネグレットソース $16.95

paN-SeaRed SaLMoN SaLad

14 サ－モンのたたきサラダ  
フレッシュサ－モン， 
地元ナロ農場の野菜， 
バルサミコ酢ヴィネグレット， 
マンゴ・サルサ添え $19.95

01 セットメニュ－ $20
ドリンク： この中からおひとつ
iced tea

1 アイスティ－
poG juice

2 パッションオレンジグアバジュ－ス
GiNGeR LeMoNade

3 ジンジャ－レモネ－ド 

メインディッシュ：  
マヒマヒ＆そばサラダ

デザ－ト： 
シャ－ベット

チップは含まれておりません。合計金額の 
15—20%程度の習慣がございます。

6名以上のグループでのお客様には18%のサービス料を加
算いたします。



サンドイッチとパスタ
piadiNa

15 ピアディ－ナ　ルッコラ,トマト,　キュウリ,
ロ－ストガ－リック, 
ペスト,　モッツアレラチ－ズ,　生ハム,　 
イタリアンフラットパン 
グリ－ンサラダ添え $16.95

feta, tapeNade SaNdWich

16 フェタ・タプナードサンドイッチ　 
フェタチ－ズ，タプナ－ド,　オアフ島ハウウ 
ラ産トマト,　自家製フォカッチャ， 
グリ－ンサラダ添え　$14.95

poRtoBeLLo MuShRooM SaNdWich

17 ポ－タベロ・サンドイッチ  
自家製パン，ポータベログリル， 
赤パプリカロ－スト， 
フォンティ－ナチ－ズ添え $13.95

chopped SaLMoN SteaK SaNdWich

18 サ－モンステ－キ・サンドイッチ  
自家製パン，ディル,　ホースラディッシュ 

（西洋わさび）ソース，グリ－ンサラダ添え 
$15.95

GRiLLed chicKeN BReaSt SaNdWich

19 チキンサンドイッチ 
自家製パン，グリルした鶏胸肉，ベーコン， 
フォンティーナ チーズ， 
ケッパーのアイオリソース　$14.95

1/2 tuRKey SaNdWich

20 ハ－フサイズのローストターキー・ 
サンドイッチ  
全粒粉パン，エメンタールチーズ， 
自家製チャツネ，グリ－ンサラダ 
添え $10.50

WhoLe tuRKey SaNdWich

21 フルサイズでもご用意できます $14.50

fiLet MiGNoN SaNdWich

22 フィレミニョン・サンドイッチ　 
自家製パン，赤たまねぎ,　 
ディジョン・マスタ－ド,　 
ケッパ－，グリ－ンサラダ添え　$21.95

MeatLoaf SaNdWich

23 ミートローフサンドイッチ  
自家製パン，ミートローフ，ピクルス， 
マウイオニオン，マッシュルームケチャップ 
$15.95

BaRBecue poRK LoiN SaNdWich

24 バーベキューポークサンドイッチ  
自家製パン，パーベキューポーク， 
パイナップルサルサ，グリーンサラダ添え 
$15.95

paSta of the day

25 本日のパスタ $18.95

ピアディーナは、フラットブレッドという薄い生地で 
野菜やチーズを包んだイタリア料理の人気の一品 
です。 モッツァレラチーズと生ハムが、上質のオリーブ 
オイルで新鮮な野菜とミックスされたコンビネーション 
はまさに抜群。さっぱりした味わいながら栄養のバラン
スは完璧なので、時差ボケや旅のハードスケジュール
で疲れた方にも是非お薦めです！

南　清恵 
ホノルル美術館 
東洋美術部 
ロバート・ランジ財団 
日本美術リサーチアシスタント

お飲み物
coffee

26 コ－ヒー (Graffeo社) 
ホットまたはアイスで $3

paSSioN oRaNGe GuaVa juice

27 パッションオレンジグアバ 
ジュ－ス $3

peRRieR

28 ペリエ （炭酸ミネラルウォ−タ−）  
$3

iced tea

29 アイスティ－（パラダイス・ 
トロピカル・ティ－） $3

GiNGeR LeMoNade

30 自家製ジンジャ－レモネ－ド $3.50

aRNoLd paLMeR

31 アーノルド・パーマー 
レモネード入りアイスティー $3.50

pot of hot tea

32 ホットティ－ 
（ハ－ニ－＆サンズ社） $3

japaNeSe SeNcha
1 煎茶

oRGaNic GReeN citRuS
2 オ－ガニック・グリ－ン・シトラス茶

jaSMiNe
3 ジャスミン茶

iRiSh BReaKfaSt
4 アイリッシュ・ブレックファ－スト

BLacK cuRRaNt
5 ブラックカラント（黒カシス）茶

oRGaNic peppeRMiNt
6 オ－ガニックペパーミント茶

caRBoNated dRiNKS

33 炭酸飲料 $3

1 コ－ラ coKe

2 ダイエット・コ－ラ　diet

3 スプライト　SpRite

BeeR

34 ビール $5

BiG WaVe GoLdeN aLe
1 (ハワイ島コナ)ビッグ・ウェ－ブ・ゴ－ル

デンエ－ル [フル－ティな地ビ－ル]

KiRiN
2 キリン一番絞り

aNchoR SteaM
3 (サンフランシスコ) 

アンカ－・スチ－ム[ラガービ－ル]


