
daily specials
日替わりメニュー

local prawns with house-made pasta
30

local prawns, charcoal linguine, 
mushrooms, baby bok choy, lemon-chile cream

ハワイ産のエビを使った自家製パスタ      
ハワイ産のエビ、チャコールリングイネ、マッシュルーム、

ベビー チンゲンサイ、レモンとチリのクリームを添えて

pier 38 fresh catch of the day
32

sautéed: aji-amarillo sauce, 
okinawan sweet potato puree, pickled onion relish

ピア38（魚市場）から仕入れたばかりの新鮮な魚介       
ソテー：アヒ アマリージョ ソース、沖縄産サツマイモのピューレ、

オニオンレリッシュ（タマネギの甘酢あえ）

steak frites
25

grilled 7oz hanger steak, french fries, 
blue cheese butter

フライドポテトとステーキ
約198gのハラミのグリル、フレンチフライ、ブルーチーズバター添え

lobster & steak duo 
37

butter poached cold water lobster tail, 
beef tenderloin, black pepper-charred scallion sauce

ロブスター＆ステーキセット
溶かしバターで調理したロブスター（冷水種）テール、ビーフテンダーロイン、

黒胡椒と炒めたネギのソース

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



starters オードブル
lobster bisque  ロブスタービスク	 shot ショットグラス 3 bowl ボウル 6
with crème fraîche   クレーム フレーシュ添え 

cheese platter   19
assortment of domestic and imported cheeses, 
candied nuts, fresh fruit, big island bee honey, 
baguette  
チーズ盛り合わせ      国産チーズ、輸入チーズの盛り合わせ。キャンディー ナッツ、
フルーツ、ビッグ アイランド ビー ハニー、バゲット 

charcuterie platter 19
assortment of domestic and imported meats, house 
pickled vegetables, extra virgin olive oil, baguette
シャルキュトリ盛り合わせ       国産、輸入のハムやソーセージなど。自家製ピクルス、
エクストラバージンオリーブオイル、バゲット 

summer rolls     15
local pork belly, prawns, daikon, carrots, cilantro, 
mint, romaine, with nuoc cham sauce or peanut 
dipping sauce
サマーロール（生春巻）      地元の豚バラ肉、エビ、大根、ニンジン、コリアンダー、
ミント、ロメインレタス、ヌクチャム ソースまたはピーナッツ ディップ ソース

duck bao bun         16
steamed charcoal buns, watercress, scallion 
threads, plum sauce, hoisin, szechuan salt-n-pepper
鴨の包バンズ        竹墨蒸しパン、ネギ、クレソン、プラムソース、海鮮醤、四川塩胡椒

adobo chicken wings & crackers   15
braised then fried chicken wings, chicken skin 
‘crackers’, and garlic-chili vinegar dipping sauce
アドボ チキン＆クラッカー      の鶏手羽を煮込んでから揚げたもの、鶏皮のクラッカー、
ニンニク唐辛子のディップソース

pork belly buns        14
3x cooked local pork belly, atchara, banana ketchup, 
and kecap manis (indonesian sweet soy sauce)
ポークベリーバンズ       ハワイ産豚バラ肉3枚、アチャール（ピクルス）、
バナナのケチャップ、ケチャップマニス （インドネシアの甘口醤油）

tuna sashimi 17
pickled radish, ogo, soy-jalapeño sauce, micro shiso
マグロの刺身       カブの漬け物、オゴ（海草）、ハラペーニョ醤油、マイクロリーフ（紫蘇）

salt-n-pepper local prawns         17
4 quick fried local prawns, garlic confit, szechuan 
salt-n-pepper, cilantro, negi
ハワイ産のエビ（塩胡椒）      軽く揚げたエビ、ガーリックコンフィ、四川塩胡椒、
コリアンダー、ネギ

big island kampachi tiradito 17
garlic chips, nuoc cham sauce, sriracha-aioli, 
charred pineapple-aji amarillo sauce
ビッグ アイランド カンパチ ティラディート      ガーリックチップ、ヌクチャムソース､
スリラッチャソース  アイオリ、焼きパイナップルとアジ　アマリロソース

charred tako 18
slow cooked octopus, eggplant, pico de gallo, 
arugula, and fried shallots
タコのグリル       スロー クックド オクトパス、ナス、ピコデガロ、ルッコラ、
揚げたエシャロット

local prawn cocktail   16
horseradish, calamansi sauce, pickled vegetables
ハワイ産のエビのカクテル        ホースラディッシュ（セイヨウワサビ）、
カラマンシーソース、ピクルス

classic ahi poke   14
alaea salt, inamona, limu, sweet onion, chili pepper 
water
伝統的なアヒ ポケ       アラエア（赤土塩）、イナモナ（ククイナッツの実を砕いて
塩を混ぜたハワイの調味料）、海藻、スイートオニオン、チリペッパーウォーター

modern ahi poke   14
shoyu, green onion, furikake, togarashi, lemon zest
現代風アヒ ポケ       醤油、グリーンオニオン、ふりかけ、唐辛子、レモンで香りをつけて

spicy kampachi poke  15
sriracha, mayonnaise, onion, green onion, 
wasabi tobiko
スパイシー カンパチ ポケ      スリラッチャー（シラチャ）、マヨネーズ、オニオン、
グリーンオニオン、わさび 飛子

tako poke   16
octopus, charred scallion, sesame seeds, cucumber, 
tomato
タコ ポケ     タコ、焼ネギ、ごま、キュウリ、トマト

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



rotisserie & grill  ロティサリー＆グリル	
porchetta 29
local pork, sweet filipino sausage, arroz caldo, 
watercress, and pickled papaya
ポルケッタ（オーブン焼き）       ハワイ産ポーク、ロンガニーサ（甘口フィリピン ソーセージ）、
アロスカルド（フィリピン風鶏粥）、クレソン、パパイヤのピクルス

ludovico farm chicken 30
roasted local chicken breast, lemon, garlic, rosemary, 
and braised local greens
ルドビコ ファームのチキン        ハワイ産鶏胸肉のロースト 、レモン、ガーリック、
ローズマリー、ハワイ産の野菜蒸し

basalt burger 18
8 oz makaweli beef burger, boi-gah sauce, 
lettuce, tomato, and onion on a house-made brioche 
bun. served with french fries
BASALTバーガー	      マカウェリ牧場ビーフ（約225g）、ボイ ガー ソース レタス、トマト、
タマネギと自家製のブリオッシュ バンズ。 フレンチフライを添えて
add avocado or bacon  追加　アボカドまたはベーコン +3
add grilled local mushrooms  追加　ハワイ産マッシュルームのグリル +3 
add bleu cheese  追加　ブルーチーズ +3
onion rings or toga fries  オニオンリング、 フライドポテト（唐辛子風味）  +3

rib eye steak 39
12 oz corn-fed beef, wilted greens, creamed corn
リブアイ ステーキ        トウモロコシで育てたビーフ（約340g）、茹で野菜、クリームコーン 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

    surf and turf: add to your steak
         魚介類とステーキのセット 追加オプション
        cold water lobster tail (4oz) +18
        ロブスター（冷水種）テール 約113g   
        local prawns   +16
        ハワイ産のエビ    
        pier 38 fresh catch of the day (3oz) +14
                  新鮮な魚介 約85g   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

seafood  シーフード
lobster risotto 39
butter poached “kona cold” big island half lobster 
tail, risotto, mascarpone, tomato confit
ロブスター リゾット        ビッグアイランドの”コナコールド”ロブスター(ハーフ)
アルボリオ米のリゾット、マスカルポーネ、トマトコンフィ

kasu marinated alaskan black cod                  32
onigiri (rice ball), sautéed local greens, chili oil, 
and soy-mirin glaze
アラスカ銀鱈の粕漬け       おにぎり、地元産グリーン野菜のソテー、ラー油、醤油みりん

seared hokkaido scallops 28
ikura, edamame, wasabi, and potato purée
軽く焦げ目をつけた北海道のホタテ       いくら、枝豆、わさび、ポテト ピューレ

salt-n-pepper local prawns 29
8 quick fried local prawns, garlic confit, szechuan 
salt-n-pepper, cilantro, negi, watercress, garlic 
rice 
ハワイ産のエビ（塩胡椒）        軽く揚げたエビ（8本）、ガーリックコンフィ、四川塩胡椒、
コリアンダー、ネギ、クレソン、ガーリックライス

salads  サラダ
local mixed lettuce greens 10
local produce, ho farms tomatoes, carrot and 
cucumber ribbons with soy-shallot vinaigrette 
dressing
ハワイ産ミックスレタス      ホー農場のトマト、くるくるのニンジンとキュウリ、
エシャロットの醤油ビネグレットソース

red and yellow beets 15
spanish sherry, local goat cheese, arugula, shallots
赤と黄色のビーツサラダ	      スパニッシュシェリー、羊のチーズ、ルッコラ、エシャロット 

heirloom tomatoes 15
fresh mozzarella, basil, sea salt, aged balsamic 
vinegar, extra virgin olive oil, balsamic caviar
エアルーム トマト       フレッシュ モッツァレラ、バジル、シーソルト、熟成バルサミコ酢、
エクストラ バージン オリーブ オイル、バルサミコ キャビア

grilled local baby romaine & treviso 15
asparagus, prosciutto di parma, and manchego 
cheese with coconut balsamic dressing
グリルド ベビー ロメインレタス＆トレビーゾ        アスパラガス、プロシュット ディ パルマ、
マンチェゴ チーズ、ココナッツバルサミコ酢



beverages   お飲み物

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

iced tea  アイスティー                                                                 5
strawberry, guava, or passion fruit
ストロベリー、グアバ、パッション フルーツ

lemonade  レモネード                                                                4
regular, guava, or passion fruit
レギュラー、グアバ、パッションフルーツ

juice  ジュース                                                                   4
orange, grapefruit, pineapple
オレンジ、グレープフルーツ、パイナップル

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

tea chest tea  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

hawaiian soda  ハワイ風ソーダ                                                 5
ono pops 100% hawaiian 4 kine lime or 
ono pops 100% hawaiian kula strawberry
オノポップス１００％ハワイアン４カイン　ライム、オノポップス１００％ハワイアン
クラストローベリー

fountain drinks  ソフトドリンク		                                                4

non-alcoholic ‘mocktails’ are available upon request  
ノンアルコール “モクテル” は、ご希望に応じてお作りいたします。

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

sides   サイドメニュー
braised local greens  ハワイ産の野菜蒸し                                7
with lemon and sweet onions  レモンとスイートオニオンを添えて

baby bok choy  ベビー チンゲンサイ                                               6

cream of corn  クリームコーン                                                    6

white / brown rice  白米または玄米                                            4

garlic rice  ガーリックライス                                               5

yukon gold mashers  ユーコン ゴールド ポテトのマッシュポテト                  5


