カクテル

ノンアルコールカクテル

イリケアズ マイタイ (Ilikea’s Mai Tai)   
14.50
ハワイ島コナで開催されたインターナショナル・マイタイ・コンテストで
ワールドベスト・マイタイ賞を獲得した当店自慢のカクテルです。
ぜひお試しください！
材料：バカルディ8、
アマレット、広東ジンジャーリキュール、
コブミカンサワー、
キャラメライズドパイナップル、
パイナップル バカルディシャーベット
ザ・ワイオル・マティーニ (The Wai’olu Martini)
ニュー・アメストダム・ウォッカ、
パイナップル風味のマリブ・ココナッツ・
ラム、
ライチ、
バニラ・ビーン、
パッション・フルーツ

14.50

マウイミュール (Maui Mule)
マウイ産オーシャンウォッカ、
スイートジンジャーピューレ、
フレッシュライム、
スパークリングソーダ

12.50

ベローズ・ビーチ・ハウス (Bellows Beach House)
ソーホー・ライチ・リキュール、
ライチ・ピューレ、氷砂糖シロップ、
レモン

12.50

ワイキキ・ブリーズ (Waikiki Breeze)
レモングラス焼酎、富士りんごアロエ・ジュース、
フレッシュ・
ストロベリー、
スパークリング・ソーダ

12.50

4 つのクラシックカクテルをお好みのフレーバーで
〜 お好みのフルーツピューレをお選びください 〜
グアバ • キャラメライズパイナップル • ライチ • マンゴー ・プリックリーペア
パッションフルーツ • バナナ • ホワイトピーチ
（白桃）• ココナッツ
モヒート (Mojito) シルバーラム、
ライムジュース、氷砂糖シロップ、
ミント
<お薦めフレーバー> ライチ、
ココナッツ

12.50

マルガリータ (Margarita) ブランコテキーラ、
コアントロー、
ライムジュース
<お薦めフレーバー> パイナップル、
パッションフルーツ

12.50

、、、
オン・ザ・ビーチ (…on the Beach)
ウォッカ、
ピーチ・シュナップス、
クランベリー・ジュース
＜お勧めフレーバー＞クラシック・オレンジ、
キャラメライズ・パイナップル、
マンゴー、
パッション・フルーツ

12.50

ベリーニ (Bellini) スパークリングワインとお好みのピューレ
<お薦めフレーバー＞グアバ、
マンゴー、
ホワイトピーチ

12.50

ライチフィズ
（ (Lychee Fizz)
ライチピューレ、
フレッシュレモンジュース、
スパークリングウォーター

8.50

トロピカルウェイブ (Tropical Wave)
レモンライムソーダとイチゴ、
バジル、
フレッシュレモン

8.50

アイランドサンセット (Island Sunset)
オレンジジュースとマンゴーピューレ、
キャラメライズドパイナップル、
グレナディン
（ザクロシロップ）

8.50

ポリネシアンパラダイス (Polynesian Paradise)
ジンジャーエールとグアバ、
ハイビスカス、
フレッシュライム

8.50

シグネチャーレモネード＆ライムエード
ラベンダーレモネード (Lavender Lemonade)
搾りたてのレモンジュース、
ラベンダーシロップ

8.50

バジルレモネード (Basil Lemonade)
搾りたてのレモンジュースにフレッシュバジルをミックス

8.50

ストロベリーピーチレモネード (Strawberry Peach Lemonade)
搾りたてのレモンジュース、
ホワイトピーチピューレ、
イチゴ

8.50

ココナッツライムエード (Coconut Limeade)
搾りたてのライムジュースとココナッツシロップをミックス

8.50

コーヒー&ティー・バー

カウアイコーヒー・トランプ・ブルーマウンテン・ブレンド

5.00

フレンチ・プレス (French Press) (16oz/480ml)
100％コナ・コーヒー

8.00

レギュラー又はデカフェ

リシ・ティー・セレクション (Rishi Tea) ティー各種
ブラック：
グリーン：
ホワイト：
ハーバル：

イングリッシュ・ブレックファスト、
アール・グレー、
マンゴー
抹茶スーパー・グリーン
ピーチ・ネクター
カモミール・メドレー、
ペッパーミント、

ブルーベリー・ハイビスカス、
タンジェリン・ジンジャー
（デカフェ）

5.00

ランチメニュー

お弁当

ザ・トランプ (The Trump)*
ニューヨークステーキ
（約２２５ｇ）赤ワインデミソース 野菜とライス付
ハワイ産ミックスリーフのサラダ アイスクリーム付

38.00

ザ・ロコモコ (The Local-Moco)*
ハンバーグステーキと目玉焼き、赤ワインデミグラソース ライス付
ハワイ産ミックスリーフのサラダ アイスクリーム付

34.00

ザ・ワイオル (The Wai’olu)
チキンカツ、
ライス、
ハワイ産ミックスリーフのサラダ、漬物各種、
とんかつソース
アイスクリーム付

27.00

銀ダラの味噌焼弁当 (Miso Butterfish Bento)
銀ダラの味噌焼き,お刺身、野菜の煮物、御飯、香の物

27.00

サラダ

34.00

シーザーサラダ (Caesar Salad)*
ロメインレタスのサラダに揚げナスのクルトンを散らし、特製ドレッシングで
グリルド・チキン又はグリルド・シュリンプ入り

16.00
22.00

(add Grilled Chicken or Shrimp)

ププス
（おつまみ）
タイ風 チキンウィングス (Thai Chicken Wings)*
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

15.00

カリフォルニアロール (California Roll)*
6切 タラバガニ、
キュウリ、
アボカド入り

16.00

スパイシーツナロール (Spicy Tuna Roll)*
6切 新鮮なハワイ産のマグロと自家製スパイシーソース入り巻き寿司

16.00

ケサディア (Quesadilla)*
クワトロチーズ、
ワカモレ、
サルサ、
サワークリーム
グリルした香草風味のチキン 又はバーベキューポーク

20.00

*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or egs may increase your risk of foodborne illness, especally if you have certain medical conditons.

和風ステーキ弁当 (Wafu Steak Bento)*
和風ステーキ、紅葉おろしポン酢、
お刺身、野菜の煮物、御飯、香の物

ミックスグリーンサラダ (Local Mix Greens)

14.00

ハート・オブ・パーム・シュリンプ・サラダ (Hearts of Palm Salad)
太平洋産タイガー海老をレモングラス・ソースに、
マウナウィリ・ミックス・グリーン、
刻んだビッグ・アイランド産ハート・オブ・パーム、大根、
ローカル・チェリートマト、
ライム・ヴィネグレット

22.00

ケージュン香辛料をまぶしたマグロ・ニース風サラダ (Ahi Nicoise
刺身級のたたきマグロ、
ロメイン・レタス、
グリーン・ビーンズ、
蒸したフィンガーリング・ポテト、
ゆで卵、
ローカル・チェリー・トマト、
オリーブ、
タラゴン・ヴィネグレット

24.00

ハワイ産ミックスリーフのサラダをスイートテキーラヴィネグレットで

Salad)

28.00

*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or egs may increase your risk of foodborne illness, especally if you have certain medical conditons.

メイン
ベトナム風バン・ミ・ターキー・ラップ (Bánh Mì Turkey Wrap)
スライスしたオーブン・ローステッド・ターキー・ブレストに
レモングラス・ソース、大根、
なます、
きゅうり、
パクチー、
ミント、
マヨネーズを小麦のトルティーヤで巻いて、
マウイ・チップス

20.00

チキンカツサンドイッチ (Chicken Katsu Sandwich)*
こんがりと揚げた鶏胸肉のカツサンド
刻みキャベツ、
からしバター、
トンカツソース入り

22.00

「陰陽」
バーガー (In-Yo Burger)*
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
（約２８０ｇ）

１２歳以下のお子様のみ

24.00

ビルド ユア オウン バーガー (Build Your Own Burger)*
サーロインバーガー
（約２８０ｇ）
に下記よりお好みのトッピングを加えて
ベーコン、
カラメライズドオニオン、
マッシュルーム、
レタス、
トマト、
チェダーチーズ、
スイスチーズ、
ゴーダチーズ

24.00

フィッシュ＆チップス (Fish And Chips)*
サクッと揚げたビール衣のフィッシュフライとフライドポテト
自家製タルタルソースで

26.00

カレーライス (Japanese Style Curry)*
チキンカツ、
ガーリックシュリンプ、又はグリルしたニューヨークステーキ
ハワイ産ミックスリーフのサラダ、
福神漬、
らっきょう

26.00

ざるそば (Cold Soba Noodle)
おそばと自家製そばつゆ、
ねぎ、
わさび、
白ごま
ざるそばと海老と野菜の天麩羅 (Add Shrimp and Vegetable Tempura)
おそばと自家製そばつゆ、海老と野菜の天麩羅、
ねぎ、
わさび、
白ごま

16.00

チリ・レラャーノ (Chile Relleno)
揚げたポブラノ・チリ・ペッパーにモッツァレラ・チーズ、
ビーンズ、
メキシカン・ライス、
スパイシー・トマト・ソースを共に

24.00

カルニータス・ソぺ (Carnitas Sope)
カップのコーン・トルティラをカルニータスと共に
（メキシコ風ポーク煮）
刻みレタス、
ダイス・トマト、
サルサ・ベルデ、
パクチー

20.00

*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or egs may increase your risk of foodborne illness, especally if you have certain medical conditons.

28.00

ジュース・ステーション
アップル, オレンジ, グアバ, パイナップル,グレープフルーツ, トマト, クランベリー

6.00

ソーダ
5.00
コーラ, スプライト, フルーツポンチ, ルートビア,ジンジャーエール, シャーリーテンプル
スムージー
バナナ・ブリザード (Banana Blizzard)
8.00
バナナ, バニラアイスクリーム,チョコレートチップとナッツのクッキー, ホイップクリーム
ラバ・フロウ (Lava Flow)
ココナッツとストロベリーのスムージー

8.00

クッキー・モンスター (Cookie Monster)
バニラアイスクリーム、
チョコレートチップとナッツのクッキー、
チョコレートシロップ

8.00

フルーツ・カップもしくはフライドポテトからお選びください
サンドイッチ
ピーナッツバター＆ジャム (PB+J, or PB+B)
ホット・ドッグ (Hot Dog)
グリル・チーズサンドイッチ (Grilled Cheese)
ミニ・ハンバーガー (Mini Hamburger)
ミニ・チーズバーガー (Mini Cheese Hamburger)

7.50
8.50
8.50
10.50
10.50

メイン (Main)
トマトソースのスパゲッティ (Spaghetti Marinara)
チーズ・ピザ (Cheese Pizza)
フライドチキン* (Fried Chicken Fingers)

8.50
8.50
10.50

デザート (Dessert)
トランプ・ジュニアー・サンデー (Trump Jr. Sundae)
バニラアイスクリーム、
チョコチップとナッツのクッキー、
ホイップクリーム、
チェリー
ジェラート (Gelato)
お一つい選びください：チョコレート、
ストロベリー、
バニラ、
バナナ

7.50

8.50

サンセット・リキッド・アーティストリー
カクテル

サンセット・メニュー Wai’olu
おすすめメニューの中からお選びください
午後3時から午後6時まで 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
シェフのキッチンから
カリッとしたタイ風手羽先 (Crispy Thai Chicken Wings*)
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

10.00

本日のポケ (Poke of the Day*)
新鮮なお魚、海草、ねぎ、
ごま、
タマネギ

10.00

ハート・オブ・パーム・シュリンプ・サラダ (Hearts of Palm Salad)
太平洋産タイガー海老をレモングラス・ソースに、
マウナウィリ・ミックス・グリーン、
刻んだビッグ・アイランド産ハート・オブ・パーム、大根、
ローカル・チェリートマト、
ライム・ヴィネグレット

10.00

本日のお刺身 (Sashimi of the Day*)
新鮮なお魚

14.00

ナチョス (Nachos)
チェダー チーズ、
ワカモレ、
サルサ、
サワー クリーム、
ハラペーニョ

10.00

枝豆フムス (Edamame Hummus)
枝豆、
ニンニク、
オリーブ オイル、
ライム、
クロスティーニ

10.00

特選チーズ (Artisanal Cheese Selection)
国産、外国産のチーズ、
ベリー、
クロスティーニ

16.00

シーフード ・ダイナマイト (Seafood Dynamite* )
ホタテ、
エビ、
マッシュルーム、
ズッキーニ、
タマネギ

14.00

*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or egs may increase your risk of foodborne illness, especally if you have certain medical conditons.

レモングラス・コリンズ (Lemongrass Collins)
レモングラス焼酎、
スイートアンドサワー, クラブソーダ

9.00

パイナップル・エキスプレス (Pineapple Express)
パイナップルウォッカ、
パイナップルジュース、
オレンジジュース、
カンパリ、
スイートアンドサワー

9.00

生ビール (Draft Beer)
生ビールすべて   

4.00

コナ・ロングボード・ラガー (Kona Longboard Lager)
コナ・ビッグウェーブ・エール (Kona Big Wave Ale)
アサヒ (Asahi)

グラス・ワイン
ワインすべて
ワイン・オブ・ザ・デー (Wine of the Day)
赤ワイン又は白ワインからお選びください

6.00

デザート
チョコレートクランチ (Chocolate Crunch)
チョコレートムースケーキ、
ウェーハークラスト

10.00

パッションスタック (Passion Stack)
ココナッツ, マンゴームース, パッションフルーツの3段ケーキ

10.00

ジェラート (Assorted Gelato)
バニラ、
チョコレート、
ストロベリー、
バナナ、
マカダミアナッツ、
コナコーヒー、
カフィアライムシャーベット

10.00

ティラミス( (Tiramisu)
ハウスメードレディーフィンガーズ、
フレッシュイタリアンマスカルポーネクリーム

10.00

ブレッドプリン (Bread Pudding)
ベリーコンポート添え

12.00

リリコイチーズケーキ (Lilikoi Cheesecake)
クラッシックニューヨークチーズケーキ、
ハワイ島産リリコイソース

10.00

クレームブリュレ (Crème Brulee)
バニラビーンクレームブリュレ、
マカロン

10.00

