
 happy hour   ハッピーアワー
3 - 6 pm daily   毎日15:00～18:00

craft cocktails   クラフト カクテル                       
 
well drinks  お得なアルコールドリンク  6 

kula strawberry lilikoi daiquiri 6
cruzan rum, hawaiian passion fruit puree, kula 
strawberry syrup, lime, simple syrup
クラ ストロベリー リリコイ ダイキリ       クルザン ラム、ハワイアン パッション 
フルーツ ピューレ、クラ ストロベリー シロップ、ライム、シンプル シロップ 

mr. bergeron’s mai tai 6
don q rum, lime juice, orange curacao, orgeat, 
dark rum
Mr.Bergeronのマイタイ       ドンQ（ラム）、ライム ジュース、オレンジ 
キュラソー、アーモンドシロップ、ダーク ラム

cool burn 6
gin, lime, st-germain elderflower, muddled 
cucumber, simple syrup, and jalapeño
クールバーン（ハラペーニョ風味のキュウリのジンクーラー）       ジン、ライム、
サンジェルマン エルダーフラワー、潰したキュウリ、シロップ、ハラペーニョ

moscow mule 6
vodka, lime juice, fever tree ginger beer
モスコミュール        ウォッカ、ライムジュース、フィーバーツリーのジンジャービア

beer   ビール

on tap   生ビール

seasonal beer  季節限定のビール          4

kona brewing co.  kona, hawaii  
コナ ブリューイング カンパニー  コナ、ハワイ
longboard lager   16 oz, 4.6% abv   4
ロングボード ラガー 約430ml、アルコール度数4.6%
wailua wheat   16 oz, 5.4% abv   4
ワイルア ウィート 約430ml、アルコール度数5.4%
lemongrass luau   16 oz, 5% abv   4
レモングラス ルアウ 約430ml、アルコール度数5.0%

bottles   瓶ビール

domestic beers  アメリカ産ビール          3
budweiser, bud light, or coors light
バドワイザー、バッドライト、クアーズライト 

imported beers  輸入ビール           4
heineken  ハイネケン 

wine   ワイン                                                                       

featured red, rosé, white, and sparkling 5
wines of the month  
おすすめのワイン（赤、ロゼ、白、スパークリング） 今月のワイン



appetizing bites   軽食  
cheese platter                                                          10
assortment of domestic and imported cheeses, 
candied nuts, fresh fruit, local 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、ハワイ産のハチミツ、バゲット

charcuterie platter                                                 10
assortment of domestic and imported meats, 
housepickled 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

pork belly buns (2)                                                    8
local pork belly, atchara, banana ketchup, and 
kecap manis (indonesian sweet soy sauce) 
ポークベリーバンズ　2つ      ハワイ産豚バラ肉、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）

adobo chicken wings (3) & crackers                        9
braised then fried chicken wings, chicken skin 
‘crackers’, and garlic-chili vinegar dipping sauce
アドボ チキン（3ピース）＆クラッカー       鶏手羽を煮込んでから揚げたもの、
鶏皮のクラッカー、ガーリック唐辛子ビネガーのディップソース

hh burger                                                                   5
4 oz local beef patty, cheddar cheese, sweet 
onion, hawaiian island dressing, tomato, lettuce
ハッピーアワー バーガー      約113gのビーフパティ、チェダーチーズ、
スイートオニオン、ハワイアン アイランド ドレッシング、トマト、レタス

teri burger                                                                 6
4 oz local beef patty, teriyaki sauce, 
swiss cheese, and grilled onion
テリヤキ バーガー        約113gのビーフパティ、テリヤキソース、 スイスチーズ、
グリルドオニオン

chef’s poke of the day   シェフおすすめの日替わりポケ              8 

flatbread pizza   フラットブレッド ピザ                                                                    
pepperoni                                                                   8
provolone and mozzarella cheese, tomato sauce
ペパロニ       プロヴォローネチーズ、モッツァレラチーズ、トマトソース

bbq chicken                                                                9
red onions, cilantro, jack and cheddar cheese
BBQチキン   レッドオニオン、パクチー（香菜）、ジャックチーズ 

yes, no meat                                                                7
grilled eggplant, squash, wild mushroom, 
kale, and tomato sauce
野菜オンリー        焼きナス、スクワッシュ（ズッキーニの一種）、野生のキノコ、
ケール、トマトソース

sides   サイドメニュー                                                                    
french fries  フレンチフライ                                                                                                        2 

toga fries  フライドポテト（唐辛子風味）                                                                                     3
garlic and togarashi   ガーリック、唐辛子 

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


