hale lani terrace island style cafe & studio

GRAND MENU
Dinner Time from 17:00

Dinner set
ディナー セット

A set

B set

2,500

C set

2,500

3,800

搾りたてのパイナップルジュースが隠し

食 欲 をそそるガ ーリックシュリンプ を

低 温で 3 時 間かけて火を通すことで

味の甘酸っぱい BBQ ソースが絶品！

ハレラニ風 にアレンジ ！ ガーリックの

柔らかくジューシ ー に 仕 上 げ た 当 店

香りとエビの旨味がクセになります

自慢の和牛ローストビーフです

「 豚 の ス ペ アリブ 」か 「白 身 魚 」を
お選びいただけます

Main dish

Main dish

Main dish

Garlic shrimp

WAGYU roast beef

ガーリック・シュリンプ

和牛ローストビーフ

Hale Lani salad

Hale Lani salad

Hale Lani salad

ハレラニサラダ

ハレラニサラダ

ハレラニサラダ

Bread or Rice

Bread or Rice

Bread or Rice

パン or ライス

パン or ライス

パン or ライス

Soup

Soup

Soup

スープ （小サイズ）

スープ （小サイズ）

スープ （小サイズ）

dessert

dessert

dessert

デザート 2 種類

デザート 2 種類

デザート 2 種類

Drink

Drink

Drink

ドリンク

ドリンク

ドリンク

メイン料理をどちらかお選びください

BBQ pork spare ribs
豚スペアリブ

or

White fish BBQ sauce
白身魚 BBQ ソース

Set drink

セットドリンク

セットメニューのお飲み物は下記よりお選びいただけます

Coffee （HOT

or ICED）

コーヒー

Tea （HOT）
紅茶
※右記の３種類の中から
お選びください

HBO-Himalayan Bouquet

ヒマラヤン・ブーケ

HIB-Himalayan Imperial Black

ヒマラヤン・インペリアル・ブラック

HRHT-Hand Rolled Himalayan Tips

ハンドロールド・ヒマラヤン・ティップス

Iced Tea

Homemade ginger ale

Guava juice

アイスティー

自家製ジンジャーエール

グァバジュース

Pineapple juice

Coca-Cola

Sparkling Water

パイナップルジュース

コカ・コーラ

スパークリングウォーター

当店の価格はすべて税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

Side dish
サイド料 理

French fries

600

Hale Lani salad

Small: 600

Large: 1,000

皮付きポテトフライ

ハレラニサラダ

ポテトフライは皮までこうばしく、中はホクホクです

ピーカンナッツのキャラメリゼの甘さとオリジナルドレッシングが絶妙のサラダ

Onion rings

Egg and spam sandwich

600

オニオンリングフライ

玉子とスパムのサンドウィッチ

肉厚の玉ねぎに薄いサクッとしたきつね色の衣がおいしい

スクランブルエッグ、スパム、チェダーチーズ

Hummus

Kalua pig sliders

700

1,000

1,500

フムス

カルアピッグのスライダー

ひよこ豆のディップにトルティーヤを添えて

ハワイ料理の豚肉の蒸し焼きをはさんだミニバーガースタイル

Homemade pickles

500

Soup of the day

自家製ピクルス

500

本日のスープ

ハレラニ特製オリジナルのピクルス

Cheese platter

1,600

Bread

300

チーズ盛り合わせ

パン

覚王山のチーズ屋さん Mercure のチーズを使用

ハレラニ特製のパン

Ham and salami platter

1,800

Millet rice

300

ハム・サラミの盛り合わせ

ライス

覚王山のハム屋さんメツゲライ・イノウエのものを使用

ハレラニオリジナルの雑穀米

Dessert
デ ザ ート料 理

Waffles with fruits

900

Coconut haupia

500

ワッフルとフルーツソース

ココナッツのハウピア

パリパリのワッフルに旬のフルーツカクテルを添えて

オーガニック 100% のココナッツと有機豆乳 100% 植物性のプリン

Homemade granola with yogurt

700

Homemade ice cream

オリジナルブレンド・グラノーラ（ヨーグルト）

自家製アイスクリーム

ハレラニオリジナルのグラノーラをヨーグルトとともに

パパイヤに自家製アイスクリームをのせて

Olive oil chiffon cake

800

Kona coffee parfait

800

800

オリーブオイルのシフォンケーキ

コナコーヒーパフェ

香り高いオリーブオイルをふんだんに使用したケーキ

コナコーヒーで作ったゼリーに自家製バニラアイスとコーヒーソースがけ

Acai bowl

800

アサイーボウル
ハワイで話題の美容食。デザート感覚で豊富な栄養素が簡単にとれます

当店の価格はすべて税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

hale lani terrace island style cafe & studio

DRINK MENU

Hawaiian coffee

ハワイアンコーヒー

コナ、カウ、ワイアルアを月替りでお出ししております

Coffee （HOT

or ICED）

ソフトドリンク

Homemade ginger ale
自家製ジンジャーエール

500

Guava juice

コーヒー

Cafe au lait （HOT

Soft drink

600

or ICED）

450

グァバジュース

Pineapple juice

カフェオレ（豆乳もお選びいただけます）

450

パイナップルジュース

Coca-Cola

450

コカ・コーラ

Cold pressed juice

コールドプレスジュース

生の野菜や果物を低温低圧圧縮方式で搾り出したフレッシュジュース。

Sparkling Water
スパークリングウォーター

ビタミンやミネラル、酵 素などが豊 富でカラダに無 理なく栄 養 素を
吸収できます

Beauty Orange

Small: 500

Large: 900

ビューティーオレンジ
人参、レモン、オレンジ

当店の価格はすべて税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

450

450

Tea

Herbal tea

紅茶

高 品 質で見た目にも美しい 東ネパールの 新 進 気 鋭 の 茶 園がつくる
極上の 100% オーガニックティー

ハーブティー

Hale Lani Blend （HOT

or ICED）

600

ハレラニブレンド（15 種類のブレンド）
非日常 の 特 別 な 時 間 を 提 供 する 、 ハレラニテラスの オリジ ナ ル ブレンド。

HBO-Himalayan Bouquet

600

南国のフルーツを贅沢にブレンドしました

ヒマラヤン・ブーケ

Forest Shower （HOT

華やかな花のような香りを持つ半発酵茶

or ICED）

600

フォレストシャワー（4 種類のブレンド）

HIB-Himalayan Imperial Black

600

フローラルハーブにミントとラベンダーをブレンド。爽やかなリラックスティー

ヒマラヤン・インペリアル・ブラック
ロ ー ストナッツ の ような 香 ば しさをも た せ た 紅 茶 。 濃 厚 な 味 わ い な がら
渋 み はなく、 黒 糖 をおもわ せるような 甘 味 が 特 徴

Rooibos Bourbon Vanilla

600

ルイボスバーボンバニラ（2 種類のブレンド）
ノンカフェインで 甘さの な い スッキリとした 味 わ いとバニラの 香りが 特 徴 。

HRHT-Hand Rolled Himalayan Tips

600

リラックスしたい 時 にはピッタリ

その名のとおり、ハンドロール（手揉み）でつくられた紅茶。格調の高い香りと

Rooibos Power

ハンドロールド・ヒマラヤン・ティップス
豊饅な甘味が特徴

600

ルイボスパワー（9 種類のブレンド）
体の内側から温め、元気にするハーブをブレンド。爽やかな香りが特徴

Plantation Iced Tea

プランテーションアイスティー

Guava and pineapple fruit tea

700

Juicy Island

600

ジューシーアイランド（7 種類のブレンド）
食 物 繊 維 が 豊 富 なフルーツとお 腹 を 整えるハーブ をブレンド。 茶 葉も食 べる
ことができ、フルーティーな 味 わい

グアバとパイナップルのフルーツティー

Summer Holiday

600

サマーホリデー（5 種類のブレンド）
パ パイヤとパイナップ ル の 南 国フルーツとハイビ スカスが 疲 れ を優しくいた わ
ります

当店の価格はすべて税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

Alcoholic drink
ア ルコー ルドリンク

Hawaiian beer
ALOHA Lager

Bio ・ wine

ハワイアンビール

700

ビオ・ワイン

Coenobium 2013

アロハラガー

白ワイン

まろやかな苦味とスッキリとした後味

豊かな果汁感が濃くジューシーな味わい

Long Board Island Lager

700

コエノビウム

Glass: 800

コクのある苦味が特徴

イタリア産

Toscana Rosso Coniglio 2009
Glass: 800

ロングボードアイランドラガー

Bottle: 3,800

Bottle: 3,800

赤ワイン トスカーナ・ロッソ・コニーリォ イタリア産
修道院で造られており、熟した果実の華やかさを持つ

Big Wave Golden Ale

700

ビッグウェーブゴールデンエール

Wine

苦味も少なくフルーティーな味わい

Fire Rock Pale Ale

700

ワイン

TRE CESE

Glass: 850

Bottle: 4,000

ファイアーロックペールエール

スパークリングワイン トレ・チェーゼ

適度な苦味とほのかな甘味

後味には蜂蜜を感じる、フレッシュで優しい口当たり

Draft beer

Hermanos Lurton
生ビール

白ワイン

イタリア産

Glass: 700

エルマノス・リュルトン

Bottle: 3,500

スペイン産

フルーティーな香りを持つ癖のない辛口

KIRIN ICHIBAN

600
Hermanos Lurton

キリン一番搾り

赤ワイン

Glass: 700

エルマノス・リュルトン

Bottle: 3,500

スペイン産

渋みは優しく、まろやかで飲みやすいミディアムボディー

Non-alcoholic beer
KIRIN FREE
キリンフリー

600

ノンアルコールビール

Non-alcoholic wine

ノンアルコールワイン

Jus de Raisin Gazeifie Blanc 2013
Glass: 700

Bottle: 3,500

白発泡ジュース ジュ・ド・レザン・ガゼイフィエ・ブラン フランス産

Jus de Raisin NV
赤ワインジュース

Glass: 700

ジュ・ド・レザン

当店の価格はすべて税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

フランス産

Bottle: 3,500

