hale lani terrace island style cafe & studio

DRINK MENU
Hawaiian coffee

Organic Herbal Tea

ハワイアンコーヒー

大変希少な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。他では味わえない上質なスペシャリティ・コーヒーを
お楽しみください

オーガニック・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 。
南国のフルーツを贅沢にブレンドしました

Coffee

500

（HOT or ICED）

コーヒー

Cafe au lait

Forest Shower （HOT
（HOT or ICED）

or ICED）

600

フォレストシャワー（4種類のブレンド）

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

カフェオレ（豆乳もお選びいただけます）

Rooibos Bourbon Vanilla

600

ルイボスバーボンバニラ（2種類のブレンド）

Organic Tea（ HOT ）

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 。
リラックスしたい 時 にはピッタリ

オーガニック紅茶

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

Rooibos Power

HBO-Himalayan Bouquet

600

ルイボスパワー（9種類のブレンド）

600

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

ヒマラヤン・ブーケ
華やかな花のような香りを持つ半発酵茶

HIB-Himalayan Imperial Black

600

ヒマラヤン・インペリアル・ブラック

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

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

ることが でき、フル ー ティー な 味 わい

渋 み は なく、黒 糖 をおもわ せるような 甘 味 が 特 徴

HRHT-Hand Rolled Himalayan Tips

600

Summer Holiday

600

ハンドロールド・ヒマラヤン・ティップス

サマーホリデー（5種類のブレンド）

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

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

豊饅な甘味が特徴

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。
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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。
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

Soft drink

ソフトドリンク

Homemade ginger ale

550

自家製ジンジャーエール（辛口）
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です

Beauty Carrot

Small: 500

Large: 900

ビューティーキャロット

Guava juice

450

グァバジュース

人参、レモン、オレンジ

Pineapple juice

450

パイナップルジュース

Smoothie

スムージー

Green Smoothie

Iced Tea

450

アイスティー

900

グリーンスムージー

Coca-cola

小松菜、ケール、パイナップル、バナナ、グァバジュース

450

コカ・コーラ

Sparkling water

450

スパークリングウォーター

Non-alcoholic Cocktail
Blue Hawaii

Plantation Iced Tea

プランテーションアイスティー

Guava and pineapple fruit tea

600

700

グアバとパイナップルのフルーツティー

ブルーハワイ

Hawaiian Sunset

ノンアルコールカクテル

600

ハワイアン・サンセット

Pina Colada

600

ピニャコラーダ

Guava Float

600

グァバフロート

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。
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Alcoholic drinks
アル コ ー ルドリンク

Hawaiian beer
ALOHA Lager

Wine

ハワイアンビール

700

ワイン

TRE CESE

Glass: 850

アロハラガー

スパークリングワイン

まろやかな苦味とスッキリとした後味

後味には蜂蜜を感じる、フレッシュで優しい口当たり

Long Board Island Lager

700

トレ・チェーゼ

Bottle: 4,000

Hermanos Lurton

Glass: 700

ロングボードアイランドラガー

白ワイン

コクのある苦味が特徴

フルーティーな香りを持つ癖のない辛口

Big Wave Golden Ale

700

イタリア産

エルマノス・リュルトン

Hermanos Lurton

スペイン産

Glass: 700

ビッグウェーブゴールデンエール

赤ワイン

苦味も少なくフルーティーな味わい

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

Fire Rock Pale Ale

700

エルマノス・リュルトン

Discovery Point

Bottle: 3,500

Bottle: 3,500

スペイン産

Bottle: 3,500

ファイアーロックペールエール

白ワイン ディスカバリーポイント ソーヴィニョン・ブラン ニュージーランド産

適度な苦味とほのかな甘味

上品で味の濃い辛口ワイン、マールボロ産ソーヴィニョン・ブランを表現している

Draft beer

生ビール

KIRIN ICHIBAN

RODA Reserva

Bottle: 5,000

赤ワイン

スペイン産

ロダ・レセルヴァ

口当たり柔らかく、
フレッシュで甘いフルーツの風味、そしてどこか涼やかなアロマ

600

Kairos

キリン一番搾り

白ワイン

Bottle: 6,000

カイロス ソーヴィニョン・ブラン

ニュージーランド産

手作業で作られたワインは、ぶどうを国産酵母で発酵、
９か月間慎重に熟成させた

Non-alcoholic beer
KIRIN FREE

600

ノンアルコールビール

CAMPO ELISEO D.O. Toro
赤ワイン

カンポ・エリセオ

Bottle: 6,800

スペイン産

深く濃いガーネット色、バニラ、
ドライイチジク等の複雑なアロマが堪能できます

キリンフリー

Bio・wine

ビオ・ワイン

ビオ・ワインのラインナップはスタッフまでお尋ねください

Bio・wine white

Glass: 800

Bottle: 3,800

ビオ・ワイン白

Bio・wine red

Glass: 800

Bottle: 3,800

ビオ・ワイン赤

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。
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