Infinity Pool Menu
Salad サラダ
CAESAR SALAD シーザー・サラダ 
14
crispy eggplant croutons, house made dressing
揚げ茄子のクルトン、
自家製ドレッシング

with grilled chicken グリル・チキン入り	

20

COBB SALAD コブ・サラダ 
18
iceberg lettuce, avocado, blue cheese crumble,
bacon chip, hardboiled egg, tomato, ranch dressing
レタス、
アボカド、
ブルーチーズ、
ベーコンチップ、
ゆで玉子、
トマト、
ランチドレッシング
SMOKED SALMON & SPINACH SALAD
スモークサーモンとほうれん草のサラダ
cucumber, cherry tomatoes, poached egg,
balsamic dressing
きゅうり、
チェリートマト、大根、
ディル、玉子、
バルサミコドレッシング

18

Pupu 軽食
THAI CHICKEN WINGS タイ風手羽先	
10
クリーミー・ヨーグルト・ディップ＆きゅうりのチリ・ディップ

CRISPY GYOZA DUMPLINGS 揚げ餃子 
gochujang aioli, thai sweet chili
コチュジャン、
アイオリ、
タイ風スィート・チリ・ソースで
TRUFFLE FRIES トリュフ・ポテトフライ

14

10/16

SNOW CRAB & ARTICHOKE DIP
カニとアーティチョークのディップ
served with crostini
クロスティーニ付き

18

Sandwich サンドウィッチ
all sandwiches come with french fries

サンドウィッチはフライドポテト付き

DOUBLE HOT DOG ダブル・ホットドッグ

18

RUBEN SANDWICH ルーベン・サンドウィッチ
19
rye bread, shredded corned beef, swiss cheese,
sauerkraut, thousand island dressing
ライ・ブレッド、
コーンビーフ、
スイスチーズ、
ザワクラウト、
サウザンド・アイランド・ドレッシング
B.B.Q. KALUA PORK SANDWICH
カルア・ポーク・サンドウィッチ
20
brioche bun, pulled pork. mango bbq sauce, coleslaw
カルア・ポーク、
マンゴーB.B.Q.ソース、
コールスロー
TRUMP BURRITO トランプ・ブリトー
21
wheat flour tortilla, mexican rice, jalapeno,
refried bean, lettuce, tomoto, mozzarella cheese,
salsa roja, salsa verde, sour cream
トルティーヤ、
メキシカン・ライス、
ハラペーニョ、
豆、
レタス、
トマト、
モッツァレラチーズ、
サルサ・ロハとベルデ、
サワークリーム
チキン、
ステーキまたはカルニタスからお選びください

IN-YO BURGER 陰陽バーガー
10oz sirloin patty, brioche bun, bacon,
cheddar cheese, sunny side up egg
目玉焼き、
ベーコン、
チェダーチーズをトッピングした
特製サーロインバーガー（280g）

22

Lunch Plate ランチ・プレート
GARLIC SHRIMP & SCALLOP
ガーリックシュリンプとホタテのランチ・プレート 
24
white wine butter sauce, seasonal fried vegetable,
steamed rice, furikake
シュリンプとホタテのソテー、
白ワイン・バター・ソース、
野菜のフライ、
ふりかけご飯
CHICKEN KATSU チキンカツ・ランチ・プレート 
24
seasonal fried vegetable, steamed rice, furikake
野菜のフライ、
ふりかけご飯
B.B.Q. KALBI カルビ・ランチ・プレート
beef short ribs, fried seasonal vegetable,
steamed rice, furikake
骨付きカルビ、野菜のフライ、
ふりかけご飯

26

Bento 弁当
MISO BUTTER FISH BENTO 銀ダラのみそ焼き弁当 26
miso marinated butterfish, steamed rice, pickled
vegetable, simmered vegetable, assorted sashimi
銀ダラのみそ焼き、
お刺身、
ご飯、野菜の煮物、香の物

WAFU STEAK BENTO 和風ステーキ弁当 
26
seared new york steak with momiji oroshi sauce,
rice, pickled vegetable simmered vegetable,
assorted sashimi
和風ステーキ、
紅葉おろしポン酢、
お刺身、
野菜の煮物、
香の物

Bottled Beer ボトル・ビール

Budweiser, Bud Light, Caliber (non-alcohol)
バドワイザー、バドライト、
カリバー（ノンアルコール）

7

Corona, Guinness, Heineken
コロナ、
ギネス、
ハイネケン 

8

Draft Beer 生ビール

Kona Big Wave
コナ・ビッグウェイブ 
Kona Longboard
コナ・ロングボード 

7
7

Sparkling Wine & Champagne
スパークリングワイン/シャンパン
Cristalino Brut Cava, Spain
クリスタリノ、
ブリュットカヴァ、
スペイン 

12

Nicolas Feuillatte, France
ニコラス・フィアット、
フランス

20

Taittinger, France
テタンジェ、
フランス

24

Louis Roederer, France (375ml)
ルイ・ロデレール、
フランス
（ハーフボトル）


60

Red Wine 赤ワイン

Roth Estates, Pinot Noir, Sonoma, California
ロス・エステイト、
ピノノワール、
ソノマ

12

Markham, Merlot, Napa Valley, California
マーカム、
メルロー、
ナパヴァレー

13

Conundrum, Red Blend, Sonoma, California
コナンドラム、
レッドブレンド、
ソノマ 

14

White Wine 白ワイン

Craggy Range, Sauvignon Blanc, New Zealand
クラギー・レンジ、
ソーヴィニヨンブラン 

13

Sonoma-Cutrer, Rosé, Sonoma Coast, California
ソノマ・カトラー、
ロゼ、
カリフォルニア
14
Langlois, Sancerre, Loire, France
ラングロワ、
サンセール、
ロワール、
フランス

15

Rombauer, Chardonnay, Carneros, California
ラム・バウアー、
シャルドネ、
カリフォルニア

18

Kenzo Estate, Rosé Yui (375 ml) Napa Valley, California
ケンゾー“ゆい”ロゼ、
ナパヴァレー
90
Kenzo Estate, Asatsuyu (375ml)
Napa Valley, California
ケンゾー“あさつゆ”ソーヴィニヨンブラン、
ナパヴァレー 95

Cocktails カクテル
ILIKEA’S MAI TAI イリケアズ・マイタイ15.50
Awarded Title of World’s Best Mai Tai
bacardi 8, bacardi select,
pineapple puree, pineapple sorbet
マイタイ・コンテストで世界第１位となった
オリジナル・マイタイ
FROZEN PASSION FRUIT MARGARITA 
フローズン・パッションフルーツ・マルガリータ 15
tequila silver, passion fruit, fresh sour
FROZEN LYCHEE MOJITO
フローズン・ライチ・モヒート
bacardi rum, frozen lychee, mint

15


BLOODY MARY TRUMP STYLE
ブラディメリー・トランプ・スタイル15
tito’s vodka, tomato juice, blackpepper
HAWAII 5-0 ハワイ５－０15
bacardi rum, coconut, strawberry

GUAVA BELLINI グアバ・ベリー二13
sparkling wine, guava puree		


Non-Alcoholic ノンアルコール
TROPICAL SLUSHIES トロピカル・スラッシー 9
guava, passion fruit, pineapple, mango
FRESH SMOOTHIES フレッシュ・スムージー 9
strawberry, banana, coconut,
passion fruit, healthy green
LEMONADE レモネード
lavender, strawberry, tropical

8

