Ocean Bar & Grill
ランチ サンプルメニュー

スモール＆ライト

ビーチ スイーツ

small &light

corn tortilla chips & salsa roja

8

コーントルティーヤチップスとレッドサルサ
grilled ranch potatoes

8

田舎風ポテトグリル ガーリックパルメザンチーズ味
island spiced grilled shrimp cocktail

アイランドシュリンプのスパイスグリルカクテル グァカモレ、
赤カブのピクルス、マンゴーチャツネ添え
12/23
hawaiian spicy ahi poke-tini

ハワイアンスパイシーマグロのポケティーニ
ワイメアファームのベビーグリーンズ、オーシャンサラダ、
アボカドマッシュ、スパイシーマヨ、ワンタンチップス添え 15
waimea strawberries & baby greens

ワイメアファームのストロベリーとベビーグリーンズ ハワイ島産ゴート
チーズ、キャンディマカダミアナッツ、赤カブのピクルス、椰子の芽、
地元産ハニーのバルサミコビネグレット
10/14
Mongolian bbq shrimp Caesar salad

モンゴリアン BBQ シュリンプのシーザーサラダ ベビーロメイン、
グレープトマト、焼きネギ、パルメザンレッジャーノ、自家製ガーリック
クルトン、クリーミーアンチョビドレッシング
12/16

軽いお食事

more than just a bite

poi bowl

ポイボウル 自家製グラノーラ、季節のメロン、
ワイメアストロベリー、カットパパイヤ、こんがりココナッツフレーク、
パッションフルーツ風味のポイソース
12
fresh catch fish tacos 鮮魚のフィッシュタコス

パイナップルレリッシュ、わさびクリーム、レッドサルサ

アジアンスロー、
17

farmers market flat bread

ファーマーズマーケットフラットブレッド
ペスト、ハワイ島産ゴートチーズ、ドライトマトアイオリソース 15
tuna conserva flat bread フレッシュツナのフラットブレッド

ベビーグリーンズ、ギリシャ風サルサ、レモンアイオリソース 17

メイン イベント

main event

以下のメニューにはポテトチップス、ローカルスタイルポテト
マカロニサラダまたはサイドサラダが付きます。
hawaii ranchers beef burger

ハワイ牧場のビーフバーガー 自家製バンズ アメリカンチーズ、
スイスチーズ、チェダーチーズより一つお選びください
17
bocca burger

ボッカバーガー（ヴィーガン） 自家製バンズ アメリカンチーズ、
スイスチーズ、チェダーチーズより一つお選びください
12
burger toppers

バーガーのトッピング
ベーコン、マッシュルームソテー、クリスピーオニオン、
アボカドマッシュ、ローカルスタイルマンゴーチャツネ

hawaiian vanilla crème brulee

ハワイアンバニラのクレームブリュレ

お飲み物
スムージー

smoothies
7
ストロベリー、バナナ、グァバ、ココナッツパイナップル、マンゴー、
パッションフルーツ、オレオ、チョコレートよりお選びください

国産ビール

domestic beers

ダ ポイ ドッグ パイナップル ピペレード、地元ハニーのマスタード
ソース、クリスピーオニオン
12
kalua style pork sandwich

カルーアスタイルポークのサンドウィッチ
自家燻製ベーコン、“オーシャングリル”シグネチャーBBQ ソース、
バターレタス、ワイメアトマト
16
beach side poke bowl

ビーチサイド ポケボウル ご飯、海草サラダ、わさび、ジンジャーピ
クルス スパイシーマヨまたはスパイシーゴマ醤油のポケ 19

keiki plates

12 才以下のお子様
cheese burger チーズバーガー 自家製バンズ アメリカン、ス
イス、チェダーチーズより一つ、ポテトチップスまたはポテトマカロニ
サラダが付きます
10
keiki hot dog お子様ホットドッグ
ポテトチップスまたはポテトマカロニサラダ付き
8
turkey & swiss sandwich

10

6

バドワイザー、バドライト、クールズライト

地ビール、輸入ビール

7

imported and specialty beers

アロハ ラガー、コナ ビッグウェーブ、コナ ロングボード、
アムステル ライト、コロナ、ハイネケン、アサヒ、クラウスターラー

ワイン

wines

12

バラード シャルドネ、マッシモ ソーヴィニョン ブラン、
ルナ ピノ グリージョ、カベルネソーヴィニヨン

シグネチャードリンク signature drinks 14
mai tai マイタイ

ライトラム、ダークラム、オレンジキュラソー、
オルゲートロックキャンディーシロップ、レモンジュース
chi chi チチ

ウォッカ、ココナッツクリーム、パイナップルジュース、
スイート＆サワー
sea breeze シーブリーズ

ライトラム、ブルーキュラソー、ココナッツシロップ
パイナップルジュース、パッションフルーツジュース
Cocojito

ココヒート
ココナッツ、ココナッツクリーム、ライムジュース、クラブソーダ、
フレッシュミント
mauna lani medley マウナ ラニ メドレー

ライトラム、ココナッツクリーム、パイナップルジュース、
フレッシュバナナ、フレッシュストロベリー

lava flow

da poi dog

12

beverages

21

オーブンローストターキーとアボカドのサンドウィッチ ドライトマトの
アイオリソース、アボマドマッシュ、レタス、トマト、オニオン 16

ターキ＆スイスチーズのサンドウィッチ
ポテトチップスまたはポテトマカロニサラダ付き

グリルドバナナ“ルンピア”
ホイップクリーム、ココナッツフレーク、チョコレートソース
10
assorted cookies クッキー盛合せ
焼き立てのクッキーをご用意します
7

tiny bubbles タイニーバブルズ

oven roasted turkey avocado sandwich

お子様プレート

grilled banana “lumpia”

各3

miso soy glazed fresh catch sandwich

本日の鮮魚のサンドウィッチ 味噌醤油グレーズ
ふりかけバンズ、アジアンコールスロー、わさびクリーム

beach sweets

ウォッカ、スパークリングワイン、パイナップルジュース、
スイート＆サワー、フレッシュミント
ラヴァ フロー
ライトラム、ココナッツクリーム、パイナップルジュース、
ストロベリーピュレ
lehua レフア

シグネチャーフルーツポンチ、ココナッツクリーム、バーボン、
ダークラム
holoholokai ホロホロカイ

ウォッカ、ジン、ラム、テキーラ、トリプルセック、
パッションオレンジグァバジュース
coconut pom

ココナッツポム
ココナッツラム、マンゴーピューレ、パイナップルジュース、
シトラスソーダ
strawberry shaka ストロベリー シャカ

テキーラ、オレンジキュラソー、シンプルシロップ、
スイート＆サワー、クラブソーダ、フレッシュ ストロベリー

洋酒、リキュール類

10

well alcohol brands

プレミアムブランドの洋酒、リキュール類

14

premium brands

スーパープレミアムブランドのリキュール類
super premium brands

メニュー内容や料金は変更となる場合がございます。08.19.2015

18

