
  AVAILABLE 営業時間：10:30AM - 10:30PM
Fresh Malasadas Served  6AM, 7AM, 8AM  揚げたてのマラサダを毎朝6時、7時、8時にお出ししています。

Three Cheese  |  9
Provolone cheese, Mozzarella cheese, 
Parmesan cheese, tomato sauce
3種のチーズ         プロボローネチーズ、
モッツァレラチーズ、パルメザンチーズ、トマトソース

Pepperoni   |  12
Provolone cheese, Mozzarella 
cheese, tomato sauce
ペパロニ       プロボローネチーズ、
モッツァレラチーズ、トマトソース

BBQ Chicken   |  13
Red onion, cilantro, Jack and 
Cheddar cheeses
BBQチキン         レッドオニオン、パクチー（香菜）、
ジャック＆チェダーチーズ

Hawaiian   |  14
Pork belly, pineapple, chicharrones, 
Provolone cheese, Mozzarella cheese, 
tomato sauce
ハワイアン         豚バラ肉、パイナップル、
チチャロン（豚の皮をカリカリに揚げたもの）、 
プロボローネチーズ、モッツァレラチーズ、 
トマトソース

Yes, No Meat!   |  12
Mixture of grilled eggplant, squash, 
mushroom, kale, Provolone cheese, 
Mozzarella cheese, tomato sauce
ベジタリアン       焼きナス、スクワッシュ、
マッシュルーム、ケール、 プロボローネチーズ、
モッツァレラチーズ、トマトソース

Mushroom   |  16
Olive oil, garlic, Mozzarella Cheese, 
Provolone Cheese, Parmesan Cheese
マッシュルーム       オリーブオイル、ガーリック、
モッツァレラチーズ、プロボローネチーズ、
パルメザンチーズ

Margherita   |  15
Tomato, basil, fresh Mozzarella Cheese
マルゲリータ       トマト、バジル、
フレッシュモッツァレラチーズ

*Prices and descriptions are subject to change.*
Consuming undercooked meat or seafood may increase your risk of foodborne illness 

FLATBREAD PIZZA
フラットブレッド ピザ

SPITFIRE SIDES   
サイドメニュー

PLATES
プレート  
Served with choice of 2 sides
2種類のサイドをお選びください。

Rotisserie Duck (Half)   |   18
ロティサリーダック（ハーフサイズ）

Rotisserie Chicken (Half)   |   14
Add avocado lime crema (+1.50)
ロティサリーチキン（ハーフサイズ）
アボカドライムクレマソースを追加 (+$1.50)

Crispy Chicken Tenders  |  12
Ranch dressing
香ばしく揚げたチキンテンダー
ランチドレッシング

LOCO MOCOS
ロコモコ
Choice of white or brown rice
白米または玄米をお選びください。

Ono Loco Moco  |  13
4 oz wagyu beef pa� y, mushroom gravy, 
fried egg, green onion
オノロコモコ        約113gの和牛パティ、
マッシュルームグレイビーソース、目玉焼き、小ねぎ

Deluxe Loco Moco  |  17
Shaved prime rib, 4 oz wagyu beef pa� y, 
mushroom gravy, fried egg, grilled onion, 
green onion
デラックスロコモコ        プライムリブ（牛肉）
の薄切り、約113gの和牛パティ、マッシュルームグレ
イビーソース、目玉焼き、焦がし玉ねぎ、小ねぎ

Mixed Greens  ミックスグリーンサラダ   |  6
Choice of dressing
以下からドレッシングをお選びください。
•    Soy-Shallot Vinaigre� e
       醤油とエシャロットのヴィネグレット
•    Hawaiian Island
       ハワイアンアイランド（サウザンドアイランド風）
•    Coconut Balsamic
      ココナッツバルサミコ
•    Ranch 
       ランチドレッシング

White/Brown Rice   |  3
白米または玄米

Spicy Pineapple Slaw  |  4
スパイシーなパイナップルコールスロー

Macaroni Salad  |  3
マカロニサラダ

French Fries  |  4
フライドポテト

SALAD   サラダ
Poke Salad ポケサラダ
REGULAR (4oz)  並（約113g） |  13     
LARGE (6oz) 大（約170g）  |  17
Mixed greens, carrot, cucumber, 
tomato, radish
お好きなポケ２種類をお選びください。
ミックスグリーン、人参、きゅうり、トマト、かぶ

Farmer’s Salad   |  9
農園直送のサラダ

Add  追加トッピング
Grilled Chicken Breast   +5
鶏胸肉のグリル(+$5)
Grilled Fresh Catch of the Day   +7
新鮮な魚介のグリル(+$7)

FRESH POKE BOWLS  
ポケ丼 
REGULAR (4oz)   |   11
並（約113g） 

LARGE (6oz)   |   15
大（約170g）

Poke bowls come with furikake, bubu arare, 
and choice of white rice or brown rice. Up to 
2 choices of poke. Add avocado (+2).
両サイズともお好きなポケ２種類、白米または玄米をお
選びください。ポケ丼にはふりかけとぶぶあられがトッピ
ングされています。アボカド(+$2)も追加可能。

Fresh Hawaiian Ahi
Sea salt, inamona, sweet onion,   
green onion, limu seaweed
ハワイアンアヒ（まぐろ）       海塩、
イナモナ（ククイナ ッツの実を使ったハワイの調味料）
スイートオニオン、小ねぎ、リム（ハワイの海藻）

Fresh Shoyu Ahi
Soy sauce, sweet onion, green onion, 
chili pepper flakes, sesame oil
醤油アヒ         醤油、スイートオニオン、小ねぎ、
唐辛子 、ごま油

Fresh Spicy Ahi
Sea salt, sriracha mayonnaise, sweet 
onion, green onion, togarashi, sesame oil
スパイシーアヒ        海塩、シラチャーマヨネーズ、
スイートオニオン、小ねぎ、唐辛子、ごま油  

Fresh Wasabi Ahi
Wasabi, shoyu, ginger, sweet onion
スパイシーアヒ        海塩、シラチャーマヨネーズ、
スイートオニオン、小ねぎ、唐辛子、ごま油  

Sesame Tako (Octopus)
Sesame oil, sesame seeds, sweet onion, 
chili pepper, green onion
セサミタコ       ごま油、ごま、スイートオニオン、
唐辛子、小ねぎ

SPITFIRE


