lunch

ランチ

served 11 am - 2:30 pm daily

soup & salads

（毎日11:00～14:30）

スープ＆サラダ

bacon corn chowder

6

ベーコン コーン チャウダー

sweetland farm goat cheese & roasted beets
arugula, crispy shallots, sherry vinaigrette
ハワイ産山羊チーズと焼きビート
（甜菜）

15

コブ サラダ

ルッコラ、クリスピー エシャロット、

シェリー ビネグレットソース

18

sandwiches

バルサミコ

entrees

サンドイッチ

フレンチフライとともにフルーツ or グリーンサラダに変更 +$3 。

applewood smoked bacon & egg
brioche bun, cheddar cheese, lettuce, tomato,
mayonnaise

12

peppered turkey club
whole wheat bread, applewood smoked bacon,
lettuce, tomato, mayonnaise

オードブル

loco moco
bacon fried rice, grilled onion, mushroom gravy,
lava eggs

ロコモコ

16

約198gのグリルしたハラミ、フレンチフライ、

ブルーチーズバター添え

vegetable piele
okinawan sweet potato, coconut milk, kale, beet,
hearts of palm

全粒粉パン、アップルウッド ベーコン、レタス、

ハワイアン マッシュポテト

basalt burger
8oz waygu beef patty, cheddar cheese,
brioche bun, lettuce, tomato, sweet onion,
hawaiian island dressing
約226gの和牛パティ、チェダーチーズ、ブリオッシュ、レタス、

14

ベーコンチャーハン、グリルドオニオン、マッシュルームグレービィ、温泉玉子

ハラミとフライドポテト

トマト、マヨネーズ

BASALT バーガー

枝豆、キュウリ、トマト、ハラペーニョの醤油ソース

steak frites
22
7oz hanger steak, french fries, blue cheese butter

ブリオッシュ、チェダーチーズ、

レタス、トマト、マヨネーズ、スリラッチャー（シラチャ） ケチャップ

胡椒風味のターキークラブ

seared ahi & farro
19
edamame, cucumber, tomato, soy-jalapeño vinaigrette

ドレッシング

served with french fries. substitute fries with
fruit or green salad (+$3).

アップルウッドでスモークしたベーコンと玉子

バルサミコ、シェリー ビネグレットソース、

農園のドレッシング、ハワイアン アイランド

焼きマグロとエンマー小麦

グリルド ロメインレタス、ラディッキオ、アスパラガス、

マンチェゴ チーズ、ココナッツ

17

ミックスサラダ、ターキーの胡椒風味、玉子、アボカド、トマト、ベーコン、

ブルーチーズ 。ドレッシング：ココナッツ

smoked chicken salad
grilled romaine, radicchio, asparagus, manchego
cheese, coconut balsamic dressing

スモークチキン サラダ

cobb salad
mixed greens, peppered turkey, egg, avocado,
tomato, bacon, blue cheese. choice of dressing:
coconut balsamic, sherry vinaigrette, ranch,
hawaiian island

18

16

沖縄のスイートポテト、ココナッツミルク、ケール、

ビート、ヤシの芽

kalua pork quesadilla
pico de gallo, sour cream

カルアポークのケサディーヤ

ピコ デ ガヨ（サルサ）、サワークリーム

トマト、スイートオニオン、ハワイアン アイランド ドレッシング

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

15

dessert

デザート

served 11 am - 2:30 pm daily
fruit plate

（毎日11:00～14:30）

フルーツ プレート

12

brownie sundae
vanilla ice cream, brandied cherry, chocolate and
caramel sauce

ブラウニー サンデー

8

cheesecake
guava-strawberry sauce, whipped cream

チーズケーキ

グアバとストロベリーのソース、ホイップクリーム

calamansi lime meringue tart

8

juice ジュース
orange, grapefruit, pineapple

4

カラマンシー（フィリピンのライム）のメレンゲ タルト

バニラ アイスクリーム、チェリーのブランデー漬け、チョコレート

7

キャラメルソース

beverages

お飲み物

iced tea アイスティー
strawberry, guava, or passion fruit

5

オレンジ、グレープフルーツ、パイナップル

ストロベリー、グアバ、パッション フルーツ

lemonade レモネード
regular, guava, or passion fruit

4

fountain drinks

ソフトドリンク

4

レギュラー、グアバ、パッションフルーツ

local tea & custom roast coffee
tea hawaii black tea

ハワイアンブラックティー

ロコティー＆カスタム焙煎コーヒー
5

tea chest tea ティーチェストのティー
green tea, lemon mamaki, or maui earl grey

4

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

グリーンティー、レモン ママキ、マウイ アールグレー

cappuccino

french press 100% kona coffee フレンチプレス 100% コナコーヒー
koko crater coffee roasters, hawaii

latte

ココ クレーター コーヒー ロースターズ、ハワイ

macchiato

12oz

(350ml)

6

32oz

(940ml)

9

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

51oz

(1500ml)

15

4.50

カプチーノ

ラテ

3.50
4
4.50
4.75

マキアート

3.75

