
breakfast  ブレックファースト

breakfast sandwich 10
lettuce, tomato, smoked bacon, fried egg, 
sriracha ketchup on toasted brioche bun
ブレックファースト サンドイッチ      レタス、トマト、スモークベーコン、フライドエッグ、
ブリオッシュのトーストにシラチャケチャップを載せて

vanilla-orange brioche french toast 11
candied macadamia nut-almond crunch, 
meyer lemon curd
バニラオレンジ風味のブリオッシュ フレンチトースト        キャンディー マカダミアナッツと
アーモンドのクランチ、マイヤーレモンカード

smoked salmon gravlax 13
lomi-lomi cream cheese smear, toasted bagel
スモーク グラブラックス（北欧風塩漬けサーモン）      ロミロミ クリームチーズ添えトースト ベーグル

granola with greek yogurt 9
house-made granola, yogurt, mixed fresh berries
ギリシャヨーグルト添えグラノーラ       自家製グラノーラ、ヨーグルト、フレッシュ ミックスベリー

basalt breakfast 12
2 “ok poultry” eggs any style, served with 
country-style potatoes. choice of applewood 
smoked bacon, portuguese sausage, or 
link sausage and choice of toast
BASALT ブレックファースト       アップルウッドでスモークしたベーコンまたはポルトガルソー
セージ、リンク ソーセージとトースト（パンは選択可能）、から一品をご選択ください

eggs benedict 16
two poached eggs, whipped hollandaise, 
country-style potatoes. choice of maple honey
ham, portuguese sauce, or kale-tomato
エッグベネディクト        ポーチドエッグ（２つ）またはオランデーズ ソースのホイップ、
皮付きポテトフライ。メイプルシロップ ハム、ポルトガルソース、
ケールとトマトから一品をご選択ください

sweetland farm goat cheese omelette 12
kale, tomato, mushroom, onion, bell peppers, 
country-style potatoes, toast
ハワイ産ヤギチーズのオムレツ        ケール、トマト、マッシュルーム、オニオン、
ピーマン、皮付きポテトフライ、トースト

served 7am - 10:30 am daily  （毎朝7:00～10:30）

local papaya (half)  ハワイのパパイヤ（ハーフ） 5

fresh fruit plate 12
seasonal selection of island fruit
フレッシュ フルーツ プレート       ハワイの季節のフルーツ

oatmeal 8
rolled oats, almond milk, mixed fresh berries
オートミール       押し麦、アーモンドミルク、フレッシュ ミックスベリー

basalt charcoal buttermilk pancakes 12
strawberry guava sauce, whipped cream, 
mixed fresh berries
BASALT特製チャコール バターミルク パンケーキ        イチゴとグアバのソース、
ホイップクリーム、フレッシュ ミックスベリー

loco moco 14
bacon fried rice, local beef patty, mushroom 
gravy, grilled onions, fried lava egg, toast
ロコモコ       ベーコンのチャーハン、ハワイ産牛肉のパティ、キノコのグレイビー、
グリルドオニオン、温泉玉子のフライドエッグ、トースト

pork belly fried rice 10
bacon fried rice topped with roasted pork belly 
and two fried eggs, toast
豚バラ肉のチャーハン       ベーコンのチャーハン炒め豚バラ肉載せ、フライドエッグ（2つ）、
トースト

meat & cheese omelette 13
bacon, ham, link sausage, portuguese sausage, jack 
and cheddar cheeses, country-style potatoes, toast
ミート＆チーズ オムレツ       ベーコン、ハム、リンクソーセージ、ポルトガルソーセージ、
ジャックチーズ（チェダーチーズ）、皮付きポテトフライ、トースト

breakfast plates come with fruit garnish and choice of toast: white, wheat, or english muffin
フルーツ添えのブレックファースト プレート、パンはホワイト、小麦、イングリッシュマフィンからお選びください。

breakfast plates   ブレックファースト プレート

**consuming undercooked meat or seafood may increase your risk of foodborne illness**



sides  サイドメニュー

beverages  お飲み物

white / brown rice  白米または玄米                                         3

fried rice  チャーハン                                                               6

country-style potatoes 皮付きポテトフライ  4 

toast  トースト                                                              3
white, wheat, or english muffin 
ホワイトまたは小麦、イングリッシュマフィン

 
meats  ミート                                                              5
applewood smoked bacon, portuguese sausage, 
or link sausage
アップルウッドでスモークしたベーコン、ポルトガル ソーセージ、 リンク ソーセージ 

juice  ジュース                                                              4
orange, pineapple, cranberry, or pog
オレンジまたはパイナップル、クランベリー、POG（パッションフルーツ、オレンジ、
グアバのミックスジュース）

zero proof strawberry daiquiri  ノンアルコールのストロベリー ダイキリ 5  
kula strawberry syrup, lilikoi purée, lime juice, 
simple syrup
クラ ストロベリー シロップ、パッションフルーツのピューレ、ライムジュース、シロップ

egg  たまご                                                               3
bagel with cream cheese  クリームチーズ添えベーグル    5
scone  スコーン                                                            4
coffee cake  クランブルケーキ                                 4
muffin  マフィン                                                         4
tomato slices  スライス トマト                                   4
side fruit  フルーツ                               5
side yogurt  ヨーグルト                                           4
side pancake  サイド パンケーキ                                       6   

local tea & custom roast coffee  ロコティー＆カスタム焙煎コーヒー

breakfast cocktails  ブレックファースト カクテル

tea hawaii black tea  ハワイアンブラックティー                                  5

tea chest  ティーチェストのティー                                                     4
green tea, lemon mamaki, or maui earl grey
グリーンティー、レモン ママキ、マウイ アールグレー

french press 100% kona coffee  フレンチプレス 100% コナコーヒー
koko crater coffee roasters, hawaii
ココ クレーター コーヒー ロースターズ、ハワイ 
12oz (350ml) 6               32oz (940ml) 9                 51oz (1500ml) 15

100% kona coffee 100% コナ コーヒー                                   4.50
hawaiian paradise coffee, hawaii
ハワイアン パラダイス コーヒー、ハワイ 

mimosa  ミモザ                                                              12
choice of orange, guava, or lilikoi
オレンジまたはグァバ、パッションフルーツ 

basalt bloody mary  BASALT ブラッディー マリー                             10

ramos gin fizz  ラモス ジン フィズ                                      10 

mr. bergeron’s mai tai  Mr.Bergeronのマイ タイ（ラムベースのカクテル）      12

kula strawberry lilikoi daiquiri     11
クラ ストロベリー  パッションフルーツ ダイキリ

espresso  エスプレッソ 
single-shot  シングルショット                                               3.50  
double-shot ダブルショット                                                       4

cappuccino カプチーノ                                                       4.50

latte ラテ                                                                        4.75

macchiato マキアート                                                          3.75


