cOfFeE, eSpReSsO, aNd mOrE

sHaKeS, sMoOtHiEs & aCaI
Acai Bowl アサイボール 11

Hot or Iced Coffee コーヒー 3

グラノーラ, バナナ, ストロベリー, ブルーベリー, ハニー

(ホット or アイス)

Iced Tea アイスティー 3

Mango or Strawberry Smoothie マンゴー or
ストロベリースムージー 8

Hot Tea 紅茶 3

Green Goddess グリーンゴッデススムージー 8

Espresso エスプレッソ 3.25

ほうれん草, マンゴー, バナナ, ココナッツウォーター, シナモン

Cafe Au Lait カフェオレ 3
コーヒー with スチームミルク

Tropical Goddess トロピカルゴッデススムージー 8

マンゴー、 パイナップル, バナナ, ココナッツウォーター

Cafe Latte カフェラテ 4.25

Milkshakes ミルクシェイク

Macchiato マキアート 3.35
Mocha Latte モカラテ 4.75

エスプレッソ, スチームミルク, ギラデリチョコレート

Caramel Macchiato キャラメルマキアート 4.5

エスプレッソ, バニラシロップ,
キャラメルソース, スチームミルク

Cappuccino カプチーノ 4.25

エスプレッソ, スチームミルク, フォーミングミルク

espresso エスプレッソ 7
mocha espresso モカエスプレッソ 7
oreo オレオ 7
peanut butter ピーナッツバター 7
peanut butter banana
ピーナッツバターバナナ 8
peanut butter oreo ピーナッツバターオレオ 7
chocolate peanut butter チョコレートピーナッツバター 7
vanilla, chocolate, or strawberry
バニラ, チョコレート, ストロベリー 7

Thai Latte タイラテ 4.5

bAgElS

エスプレッソ with コンデンスミルク＆スチームミルク

Cafe Vienna カフェヴィエナ 4.75

エスプレッソ, ハニー, シナモン, スチームミルク

Viennese Mocha ヴィエナモカ 4.85

Breakfast Bagel ブレックファーストベーグル *6.5

ジャック＆チェダーチーズ, トマト, ほうれん草,
スクランブルエッグ

追加トッピング：ベーコン, ターキーベーコン, ポルトガルソーセージ,
ハム, マッシュルームの中からお選び下さい 2.25

エスプレッソ, ハニー, シナモン,
ギラデリチョコレート, スチームミルク

Krakatoa Steamer クラカトア スティーマー 4.75

Bagel Works ベーグルワークス 6

Americano アメリカーノ 3.65

Lox Bagel ロックスベーグル *12

エスプレッソ, ギラデリチョコレート, クリームカカオ,
キャラメル, スティームミルク, ホイップクリーム,
キャラメルトッピング

マックナッツバジルソースペスト または
サンドライトマトクリームチーズ with ケイパー, スプラウト,
トマト

クリームチーズ, ケイパー, オニオン, トマト, スモークサーモン

Jump Start ジャンプスタート 3.75

エスプレッソをトッピングした淹れたてコーヒー

Chai Latte チャイラテ 4.75

Toasted Bagelトーストベーグル 4.5

バター, ゼリー, ピーナッツバター
with 味付きクリームチーズ 5

Hot Chocolate ホットチョコレート 3.65

*生のお肉や牛肉、海産物、魚介類、卵を食べると、食中毒の危険性が増すことがあります。

BEVERAGES, ACAI, BAGELS

aLl tHiNgS eGg*
Loco Moco ロコモコ 16

リブアイステーキ, ポートワインソース

Corned Beef Hash コーンビーフハッシュ 15

自家製 ポテト, オニオン, ライス, 卵 x 2

Bacon & Egg Sandwich
ベーコン＆エッグサンドイッチ 9
with レタス ＆ トマト

oMeLeTtEs*
＊全てに卵x3、ポテト、ライスまたは
トーストが付きます。
Chicken Veggie チキンベジ 16

アスパラガス, オニオン, ほうれん草, 赤ピーマン,マッシュルーム,
トマト, チーズ (サイドなし）のオープンオムレツ

Crab & Avocado クラブ ＆ アボカド 14

カニ身とアボカドwith スイスチーズ

Migas ミガス 12

Italian イタリアン 11

３つの卵のスクランブルエッグ, ブラックビーン,
グリーンチリ, マッシュルーム, レッドソース,
チーズ, アボカド, トルティアチップス

ナス, ポルトベロマッシュルーム, ガーリック, マリナーラソース,
チーズ

Breakfast Quesadilla
ブレックファーストケサディア 11

Ham or Bacon & Cheese
ハム または ベーコン＆チーズ 12

Breakfast Burrito
ブレックファーストブリトー 12

with ほうれん草 and スイスチーズ

卵, チーズ, お選びいただいた２種類のお野菜

卵x2 のスクランブルエッグ, ポテト, チーズ,
お選びいただいたお肉または２種類のお野菜

Chicken & Mushroom チキン＆マッシュルーム 13
Pesto Mushroom ペストマッシュルーム 12

ポルトベロマッシュルーム,
ホワイトマッシュルームwith自家製ペスト、チーズ

All American Breakfast
オールアメリカンブレックファースト 11

Avocado & Swiss アボカド＆スイス 13

Lox Scramble ロックススクランブル 14

Chicken Apple Sausage チキンアップル
ソーセージ 12

卵, それぞれお選びいただいたお肉とポテト,
ライスまたはトースト

卵 x 2, スモークサーモン, ケーパー, オニオン, トマト
トースト

Michael's Scramble マイケルスクランブル 13

卵 x 2, アスパラ, マッシュルーム, サンドライドトマト, オニオン,
パルメザンチーズ, お選びいただいたポテト,
ライスまたはトースト

Bo’s Skinny Scramble スキニースクランブル 12
卵 x 2, マッシュルーム, ほうれん草, パルメザンチーズ,
お選びいただいたポテト, ライスまたはトースト

Local Scramble ローカルスクランブル 11

卵３つのスクランブルエッグ,スパム、 ポルトガルソーセージ,
ポテト, オニオン, チーズ

bEnEdIcTs*
Crab Cakes クラブケーキ 23
Corned Beef コーンビーフ 16

with ほうれん草, トマト, チーズ

Vegetarian ベジタリアン 13

with チーズ、３つお選び下さい
(トマト, ほうれん草, 赤ピーマン, オニオン,
マッシュルーム, アスパラ, ナス, フレッシュサルサ,
ブラックビーン）

tHe sWeEt sTuFf
Hawaiian Waﬄe ハワイアンワッフル 13

季節のフルーツ, ハウピアソース

Belgian Waﬄe with Nutella & Strawberries
ベルギーワッフル with ニューテラ＆ストロベリー 12

with ホイップクリーム

Belgian Waﬄe ベルギーワッフル 8
French Toast フレンチトースト 12

Ham ハム 15

フレッシュフルーツ, ラズベリーソースwith
自家製クリームチーズホイップクリーム

Asparagus アスパラ 15

Pancakes パンケーキ 13

Avocado & Spinach アボカド＆ほうれん草 16
Goldie Lox ゴールディロックス 18
Fresh Fish フレッシュフィッシュ 時価

フレッシュフルーツ, マンゴソース
クリームwith自家製クリームチーズホイップクリーム

Taro Banana Pancakes タロバナナパンケーキ 13
with バナナ、タロイモ＆ハウピアソース
(ココナッツミルクソース）

*生のお肉や牛肉、海産物、魚介類、卵を食べると、食中毒の危険性が増すことがあります。

ALL THINGS EGG, BENEDICTS, OMELETTES, THE SWEET STUFF

sAlAdS

sAnDwIcH
Crab Cake & Avocado Sandwich*
クラブケーキ＆アボカドサンドイッチ 19

トーストパンの上にクラブケーキ, シーフードドレッシング,
レタス, トマト

Shrimp & Sundried Tomato Sandwich*
海老とサンドライドトマトのサンドウィッチ 18

ペスト, ニンニク, マッシュルーム, レタス、ガーリックアイオリ
with プレッツェルバン

Tuscan Chicken* タスカンチキンサンドイッチ 10
ポテトバンの上にマリネードチキン, レタス, トマト,
メルトパルメザンチーズ, ガーリックアイオリソース

Roasted Vegetarian Sandwich
ロースト野菜のベジタリアンサンドウィッチ 13

グリルした茄子, ズッキーニ, 玉ねぎ, ポルトベロマッシュルーム,
赤ピーマン, メルトチーズ

Roasted Chicken* ローストチキンサンドイッチ 10

赤ピーマン, レタス, トマト, ディジョンマスタード,
お好きなパンをお選び下さい

Pesto Chicken* ペストチキンサンドウィッチ10

Crab Cake Salad* クラブケーキサラダ 18

大粒カニ身のクラブケーキ、 グリルドアスパラ,
スプリングミックス

Avocado Chicken Salad* アボカドチキンサラダ 13
スプリングミックス, トマト, スプラウト,人参, アボカド,
ローストしたチキンの胸肉, ハニーディジョンドレッシング

Milano Salad* ミラノサラダ 14

スプリングミックス, ローストチキン, レッドグレープ,
ブルーチーズ, トーストパインナッツ, バルサミコドレッシング

Tuna Salad* ツナサラダ 10

スプリングミックス, アルバコアツナ, ウォールナッツ, レーズン,
お選びいただいたドレッシング

Spinach & Strawberry Salad
ほうれん草＆ストロベリーサラダ 11

ポピーシード, バルサミコドレッシングと一緒に

Mona's BBQ Chicken Salad* モナ’s
バーベキューチキンサラダ 13

ポテトブレッドの上にポルトベラマッシュルーム, レタス
レタス, トマト

スプリングミックス, ローストチキン, ブラックビーン, コーン,
アボカド, トルティアチップス, 自家製バーベキュードレッシング

Monterey Chicken* モントレーチキン10

Smoked Salmon Salad* スモークサーモンサラダ 14

お選びいただいたパンの上にバーベキューソース,
メルトチーズ, レタス, トマト

Avocado Sandwich
アボカドサンドイッチ 10

アボガド, スプラウト, レタス, トマト,
ハニーディジョンマスタード、パルメザンチーズ
お好きなパンをお選び下さい

Diamond Head Club*
ダイヤモンドヘッドクラブ 10

ターキー, ハム, ベーコン, レタス, トマト, パンをお選びください

スプリングミックス, アボカド, ケイパー

sEaFoOd & pAsTaS
Pasta Bolognese* ボロネーゼ 22

プライムフィレミニヨン, まろやかなトマトソース

Pasta Pomodoro
パスタポモドーロ 13

BLT* 8.5

トマト, バジル, ガーリック, パルメザンチーズ

Portabello ポータベラサンドイッチ 9

Pesto Chicken Pasta*
ペストチキンパスタ 15

ポータベラマッシュルーム、, レタス, トマト。
自家製マカデミアナッツペスト または
サンドライドトマトペースト、お好きなパンをお選びください

Philly Cheese Steak*
フィリーチーズステーキサンドイッチ 14

リブアイステーキ, キャラメライズドオニオン,
マッシュルームソテー, プロヴォローンチーズ

Bogart's Burger* ボガーツバーガー 13
ポートサリューチーズ, ガーリックアイオリ,
キャラメライズオニオン, レタス, トマト

Classic Tuna*
クラシックアルバコアツナサンドイッチ 8
Spinach & Mushroom Soup
ほうれん草＆マッシュルームスープ 6

チキンベーススープをチーズブレッドと一緒に

チキンとマックナッツペストのペンネ

Pasta Carbonara* カルボナーラ 18

スパゲッティ, グアンチャーレポーク,たまねぎ , チーズ, 卵

Cacio e Pepeカチオエペペ 13

スパゲッティ, チーズ, ブラックペッパー

Shrimp & Sundried Tomato Pasta*
シュリンプ＆サンドライドトマトパスタ 19

ペンネ, シュリンプ, サンドライドトマトペースト,
自家製マックナッツペスト, ガーリック, マッシュルーム

Garlic Shrimp Plate*
ガーリックシュリンププレート 15

with ライス& スプリングミックス バルサミコドレッシングと共に

fRiEd rIcE
Mama's Fried Rice ママ’s フライドライス *12

ホワイトマッシュルーム, アスパラ, ほうれん草, コーン, 卵

Garlic Shrimp Fried Rice
ガーリックシュリンプフライドライス *14
with ほうれん草と卵

Adobo Fried Rice アドボフライドライス 12
*生のお肉や牛肉、海産物、魚介類、卵を食べると、食中毒の危険性が増すことがあります。

SANDWICHES, FRIED RICE, SALADS, SEAFOOD, PASTA

アルコールはじめました
BEER ビール
キリン 7

キリン ライト 7
コロナ 7

WINE ワイン
グラス 赤 7
グラス 白 7

MIMOSAS ミモザ
クラッシック ミモザ

フレッシュオレンジジュースとシャンパン 9

アイランド ミモザ

フレッシュパイナップルジュースとシャンパン 9

BLOODY MARY ブラッディマリー
9

CHAMPAGNE シャンパン
10

BEER AND MIMOSAS ビールとシャンパン

