Desserts
Apple Banana Malasadas

11

Wailea Chocolate Mousse (gf)

13

Coconut Bombe (gf)

13

Lilikoi Cheesecake (gf)

10

caramel miso dipping sauce

toasted meringue, shaved strawberries,
marcona almonds, caramelized cocoa nibs
toasted coconut, crispy pineapple, mango
shiso compote, li hing dust
fresh raspberries, dried meringue, hibiscus
coulis, pineapple-mint sorbet

Selection of Ice Creams and Sorbets

ice cream: vanilla, chocolate or macadamia
nut sorbet: please ask your server for our
seasonal selection

9

Seasonal Selection of Fresh Fruit

10

Cheese Plate

12

please ask your server for our seasonal
selection

house selection of cheeses, lilikoi-mango
compote, marcona almonds

Adult Affogato

9

Coffee
French Press 100% Ka‘u
French Press 100% Peaberry Kona
French Press 100% Maui Estate
House Kona Blend
Espresso
Cappuccino

9
8
8
5
6
7

whiskey gelato, hot espresso

After Dinner Drinks
Waikiki Night Cap

15

Big Island Night Cap

12

A‘a- Lava

16

knob creek rye whiskey, ginger liqueur,
angostura bitters, fee brothers whiskey
barrel aged bitters, local honey syrup,
served over an ice sphere
kona blend coffee, kona gold coffee
liqueur, bailey's irish cream, topped
with vanilla whipped cream and cinnamon
patron xo liqueur, vanilla cold brew
coffee, vanilla cold brew coffee
ice cubes, vanilla whipped cream

Tea
Pure Mamaki 		

6

Harney & Sons Tea

6

a soothing herbal tea brewed from
indigenous mamaki that was once
found only in the hawaiian rainforest,
mint flavor
earl grey supreme
english breakfast
decaffeinated ceylon
pomegranate oolong
darjeeling
japanese sencha
dragon pearl jasmine
mint verbena
red bush chai
chamomile

prices are exclusive of 4.712% state excise tax.
An 18% service charge will be automatically charged to parties of 6 or more.

02/14/19

Desserts デザート
Apple Banana Malasadas

11

アップルバナナ マラサダ（ドーナツ）
みそキャラメルディップソース

Wailea Chocolate Mousse (gf)
ワイレアチョコレートムース

13
13

ココナッツ ボンブケーキ

ココナッツフレーク、パイナップルクリスピー、マンゴーとシソのコンポート、
リヒムイパウダー

Lilikoi Cheesecake (gf)

10

リリコイ（パッションフルーツ）チーズケーキ

フレッシュラズベリー、ドライメレンゲ、ハイビスカスクーリソース、
パイナップルミントソルベ

Selection of Ice Creams and Sorbets
アイスクリーム＆ソルベセレクション

9

〈アイスクリーム〉バニラ、チョコレート、またはマカダミアナッツ
〈ソルベ〉本日のセレクションは係の者にお尋ねください

Seasonal Selection of Fresh Fruit
季節のフレッシュフルーツセレクション

10

本日のセレクションは係の者にお尋ねください

Cheese Plate

12

チーズプレート

9

アダルト アフォガート

15

ノブクリークライウイスキー、ジンジャーリキュール、アンゴスチュラビターズ、
フィーブラザーズウイスキー樽熟成ビターズ、ハワイ産蜂蜜のシロップ
丸い氷のオンザロックで

ビッグアイランド ナイトキャップ

12

コナブレンドコーヒー、コナゴールドコーヒーリキュール、
ベイリーズアイリッシュクリーム
バニラホイップクリームとシナモンをトッピングして

A‘a- Lava
アア ラヴァ

16

パトロンXOリキュール、バニラコールドブリューコーヒー、
バニラコールドブリューコーヒーの氷、バニラホイップクリーム

Tea ティー
Pure Mamaki
ピュア ママキ

6

かつてハワイの熱帯雨林にのみ自生していた固有植物“ママキ”の
葉から抽出したスージング効果のある優しいハーブティー
爽やかなミントフレーバー

Harney & Sons Tea
ハーニー＆サンズ ティー

6

アールグレイスープリーム

各種厳選チーズ、リリコイとマンゴーのコンポート、マルコナアーモンド

Adult Affogato

ワイキキ ナイトキャップ

Big Island Night Cap

焼きメレンゲ、イチゴ、マルコナアーモンド、カカオニブのキャラメリゼ

Coconut Bombe (gf)

After Dinner Drinks 食後酒
Waikiki Night Cap

ウイスキージェラートにホットエスプレッソをかけて

イングリッシュブレックファスト
セイロン（カフェインフリー）
パメグラネットウーロン
ダージリン
煎茶
ドラゴンパールジャスミン
ミントバーベナ

Coffee コーヒー
French Press 100% Ka‘u

9

French Press 100% Peaberry Kona

8

French Press 100% Maui Estate

8

House Kona Blend コナブレンド
Espresso エスプレッソ
Cappuccino カプチーノ

5
6
7

レッドブッシュチャイ

100% カウコーヒー フレンチプレス

100% ピーベリーコナコーヒー フレンチプレス

100% マウイエステートコーヒー フレンチプレス

カモミール

料金には4.712%のハワイ州消費税は含まれておりません。
6名以上のグループのお客様には18%のサービス料をあらかじめ加算させていただきます。

02/19/19

