
Hot COFFEE Iced Coffee 

Aroma special
        S     M     L    

アロマアモーレ    $5.25  $5.85  $6.55 
ラズベリー, ホワイトチョコ, モカ

ドルチェ＆バナナ   $5.25  $5.85  $6.55 
バナナ, チョコ, モカ

ネロ アロマ    $5.25  $5.85  $6.55 
ブラックベリー, ダークチョコ, モカ

ココ チョコ  $5.25  $5.85  $6.55 
ココナッツ, チョコ, モカ

ヌテラ ラテ  $5.25  $5.85  $6.55 
ヘーゼルナッツ, チョコ, モカ

        S     M      L      

ハウスブレンド   $3.50   $4.15   $4.75
カフェ コン ラテ   $3.95   $4.65   $5.15
アメリカーノ   $4.50   $5.50   $6.95
エスプレッソ  	 $2.95	 				−	 				−
ダブルエスプレッソ 	 $3.55	 				−	 				−
マキアート  $3.25	 $3.85							− 
フラットホワイト  $4.85   $5.60   $6.35
カフェラテ  $4.50   $5.25   $6.25
ソイラテ   $5.25   $6.00  $7.00
アーモンドラテ   $5.25   $6.00  $7.00
カプチーノ   $4.50   $5.25   $6.25
カフェモカ   $5.25   $5.85   $6.55
キャラメルマキアート  $5.25   $5.85   $6.55
チャイラテ   $4.95  $5.65   $6.25
ホットココア   $4.25   $4.95   $5.50
ティー (HARNEY&SONS）				−		 $3.95			$4.65

               M       L    

ハウスブレンド   $4.15   $4.85
アメリカーノ   $5.50   $6.35
カフェラテ  $5.25   $6.25
ソイラテ  $6.00 $7.00
アーモンドラテ   $6.00 $7.00
チャイラテ  $5.65 $6.25
カフェモカ  $5.85 $6.55
キャラメルマキアート  $5.85   $6.55
アイスティー  $4.65   $5.15
イタリアンソーダ $4.85   $5.65   
クレモサ  $5.25   $5.85 

smoothies
ココヘッド    $8.35 
ココナッツスムージー

トロピカルブリーズ   $8.35  
マンゴー, パイナップル, オレンジジュース

ガタ デート   $8.35
マンゴー, パイナップル, オレンジジュース    

リーン & グリーン   $8.35
ホウレンソウ, ケール, グリーンアップル, バナナ   

ストロベリー   $8.35 

ストロベリー

ベリー ベリー   $8.35
ミックスベリー  

Aloha Cocktails
ハワイ感のあるオリジナルカクテルをお楽しみ下さい  

アナザー デイ イン パラダイス
バカルディラム, ココナッツ, オルチャータ

ロスト イン ワイキキ
フレッシュフルーツ, エルダーフラワー, ホワイトワイン

オレンジ サンセット
ウォッカ, ピーチ, オレンジジュース, スパークリングワイン

ハッピーアワー
プリマウスジン, ラズベリー, レモンサワー

ア フイ ホウ
パトロンレポサド, バニラ, ミント, レモン

all day bubbly! $8 by the Glass

マルティーニ ロッソ ロゼ ケンウッド ユルパ ブリュット 

シャンパンカクテル:  ミモザ | グアバ | ブラックベリー | ラズベリー | パイナップル  | ストロベリー

beer & wine
ステラ アルトワ 16oz pint       $6
バドワイザー 16oz pint        $8
コロナ 12oz can         $8
ハイネケン 12oz can        $8
ロングボード 12oz can        $8 
バドライト 16oz can        $8
ギネス 12oz can         $8
ココヴァイゼン 12oz can        $8
ホワイトワイン by the glass       $8
ソーヴェニオンまたはシャルドネ  

レッドワイン by the glass        $8



Specialty waffles Morning feast

ADDITIONAL SIDES

ベーコン                $2.OO 
アイスクリーム            $2.5O
フルーツ  $2.75
ソース   $.75
ホイップクリーム   $.75

モーニングフィースト               $16.75 
目玉焼き, ベーコン, ターキーソーセージ, グリーンサラダ, トースト

PANINIs
ハム ＆ エッグ       $12.75
ハム, エッグ, ホウレンソウ， トマト, ペッパージャックチーズ 

カプレーゼ           $10.75
ホームメイドペスト パインナッツ入り, モッツアレラチーズ, トマト, ルッコラ, 
バルサミコグレーズ

ターキーペスト          $10.75
ホームメイドアイオリペスト, ターキー, プロヴォローネチーズ, ホウレンソウ, トマト

ハム & チーズ クロワッサン     $8.85
ハニースモークハム & アメリカンチーズ

ベーコンベーグル        $8.85
ベーグル, サウスウェスト マスタード, クリスピーベーコン, アメリカンチーズ

BAked 
マフィン  $4.65
ダブルチョコレート, ブルーベリー, 
バナナマカダミア

クロワッサン $4.65

クッキー $1.99
チョコレートチップ 

ベーグル   $4.65
プレーン, エブリシング, ブルーベリー, 
シナモンレーズン

Acai  
Bowls

トラディショナル ベルジアンワッフル              $11.25 
フレッシュフルーツ, メープル, パウダーシュガー

アサイ ワッフル                    $16.75 
アサイシャーベット, フレッシュフルーツ, グラノーラ, ハチミツ, 

ココナッツフレーク

グアバ ワッフル    $13.65 
フレッシュフルーツ, グアバソース, メープル, ホイップクリーム

タキシード ワッフル   $13.65 
ホワイト＆ダークチョコレート, バニラアイスクリーム, ホイップクリーム

グリーンティー ワッフル            $14.85 
もちもち抹茶ワッフル, アイスクリーム, パイナップル 

チャイティー ワッフル          $12.OO 
フレッシュフルーツ, メープル, アイスクリーム, ホイップクリーム

ソルトキャラメル ワッフル           $13.65 
ピンクヒマラヤンソルト, キャラメルソース, バナナスライス

トリュフ ワッフル            $16.OO 
トリュフハチミツ, バター, ベーコン

サニーサイド ワッフル     $14.5O 
目玉焼き, バター, ベーコン, メープル

オリジナル                           $10.75 (12oz) | $12.75 (16oz)
グラノーラ, バナナ, ストロベリー, ブルーベリー, ココナッツフレーク, ハチミツ

トロピカル                    $13.95 (12oz) | $15.95 (16oz)
グラノーラ, キウイ, パイナップル, マンゴー, ストロベリー, ココナッツフレーク, アーモンド, ハチミツ

ピーナッツバーター ディライト                          $13.95 (12oz) | $15.95 (16oz)
グラノーラ, ピーナッツ バター, バナナ, ブルーベリー, ゴジベリー, ココナッツ, ハチミツ

ベリー                    $13.95 (12oz) | $15.95 (16oz)
グラノーラ, ストロベリー, ブラックベリー, ラズベリー, ブルーベリー, チョコレートチップ, ビーポーレン   


