
G R A N D  M E N U
h a l e  l a n i  t e r r a c e  i s l a n d  s t y l e  c a f e  &  s t u d i o

Dinner Time from 17:00

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。

Dinner set
ディナーセット

A set   2,500

Soup
スープ（小サイズ）

Bread or Rice
パン or ライス

Hale Lani salad
ハレラニサラダ

dessert
デザート2 種類

Drink
ドリンク

BBQ pork spare ribs
豚スペアリブ

or
Swordfish BBQ sauce 

メカジキの BBQ ソース

Main dish
メイン料理をどちらかお選びください

搾りたてのパイナップルジュースが

隠し味の甘酸っぱいBBQソースが絶品！

「豚のスペアリブ」か「メカジキのBBQ

ソース」をお選びいただけます

B set   2,500

Garlic shrimp
ガーリック・シュリンプ

Main dish

食欲をそそるガーリックシュリンプを

ハレラニ風にアレンジ！ガーリックの

香りとエビの旨味がクセになります

Soup
スープ（小サイズ）

Bread or Rice
パン or ライス

Hale Lani salad
ハレラニサラダ

dessert
デザート2 種類

Drink
ドリンク

C set   3,800

WAGYU roast beef
和牛ローストビーフ

Main dish

低温で3時間かけて火を通すことで

柔らかくジューシーに仕上げた当店

自慢の和牛ローストビーフです

Soup
スープ（小サイズ）

Bread or Rice
パン or ライス

Hale Lani salad
ハレラニサラダ

dessert
デザート2 種類

Drink
ドリンク

※セットメニューのお飲み物は裏面のセットドリンクよりお選びいただけます
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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。

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

Set drink   セットドリンク

Pineapple juice　パイナップルジュース

Coca-Cola　コカ・コーラ

Sparkling Water　スパークリングウォーター

Iced Tea　アイスティー

Guava juice　グァバジュース

Hawaiian Coffee（HOT or ICED）　ハワイアンコーヒー
ノースショアから空輸したワイアルア・コーヒーをお楽しみください

Homemade ginger ale　　自家製ジンジャーエール（辛口）　［＋¥100］
生姜・スパイス・レモンを３時間煮込んで、コールドプレスでエキスを抽出し、スパークリングウオーターで割りました。

ピリリとスパイシーな大人の味をお楽しみください

Organic Tea（HOT）オーガニック紅茶　※下記の３種類の中からお選びください

①HBO-Himalayan Bouquet　ヒマラヤン・ブーケ

②HIB-Himalayan Imperial Black　ヒマラヤン・インペリアル・ブラック

③HRHT-Hand Rolled Himalayan Tips　ハンドロールド・ヒマラヤン・ティップス

まろやかな甘みと奥深い味わいが特徴

その名のとおり、ハンドロール（手揉み）でつくられた紅茶。格調の高い香りと豊饅な甘味が特徴

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みが特徴
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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
皮付きポテトフライ

ポテトフライは皮までこうばしく、中はホクホクです

Onion rings   600
オニオンリングフライ

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

Hummus   700
フムス

ひよこ豆のディップにピタブレッドを添えて

Homemade pickles   500
自家製ピクルス

ハレラニ特製オリジナルのフレッシュな野菜のマリネ

Cheese platter   1,600
チーズ盛り合わせ
覚王山のチーズ屋さん Mercure のチーズを使用

Ham and salami platter   1,800
ハム・サラミの盛り合わせ

覚王山のハム屋さんメツゲライ・イノウエのものを使用

French fries   600
皮付きポテトフライ

ポテトフライは皮までこうばしく、中はホクホクです

Onion rings   600
オニオンリングフライ

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

Hummus   700
フムス

ひよこ豆のディップにピタブレッドを添えて

Homemade pickles   500
自家製ピクルス

ハレラニ特製オリジナルのフレッシュな野菜のマリネ

Cheese platter   1,600
チーズ盛り合わせ
覚王山のチーズ屋さん Mercure のチーズを使用

Ham and salami platter   1,800
ハム・サラミの盛り合わせ

覚王山のハム屋さんメツゲライ・イノウエのものを使用

Hale Lani salad   Small:600  Large:1,000
ハレラニサラダ
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

Egg and spam sandwich   1,000
玉子とスパムのサンドウィッチ  

ロコに人気のスパム、ふわふわ卵、チェダーチーズでボリューム満点

Kalua pig sl iders    1,500
カルアピッグのスライダー   

ハワイの伝統料理。５時間ローストしたカルアピッグを３個のミニバーガーに

Soup of the day   500
本日のスープ

スープ内容はスタッフにお尋ねください

Homemade bread   300
自家製パン

ダウロ・オリープオイルを使用。素晴らしい風味を味わってみてください

Millet rice   300
五穀米

鉄分、カルシウム、タンパク質を豊富に含むスーパーフード入りのパワーライス
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