Lunch Menu

～Soups

Prepared by Rene Caba, Executive chef

スープ～

Portuguese Bean Soup or
New England clam chowder………………………………………………………………………...…….9
具だくさんのビーンズスープ ポルトガル風

又は ニューイングランドクラムチャウダー

Spanish Cold Soup Gazpacho……………………………………………………………………..………9
スパニッシュガスパチョ： 冷製の野菜スープ

～Appetizer

Coco-Mac Chicken

アペタイザー～

…………………………………………………………….. 10

ココマックチキン： チキンフィレ肉をココナッツとパン粉ミックス衣で揚げ、スイートチリソース添え

Fresh Hawaiian Ahi ハワイで人気のお魚 アヒ（マグロ）いろいろ……………………………………..18
*Sashimi with traditional garnish
刺身スタイル
*Poke Island cubed & mixed in a red pepper sesame soy ハワイアン ポキ
*Cajun style seared on a bed of shredded radish
ケージャンスタイル
～Chef’s

Super Kaimana Benedict

Rene’s Brunch Options ブランチメニュー～

“スーパーカイマナベネディクト”

………………………………………………27

当店自慢のエッグベネディクトがパワーアップ。 プチフィレ肉のベネディクトとロブスターのベネディクトを同時に
お楽しみいただけます。 共にポーチドエッグをのせ、 オランデーズソースをかけた新作卵料理、ポテト添え

Classic Eggs Benedict

“ クラシックエッグベネディクト”

……………………………………………………18

グリルしたイングリシュマフィンの上に、ターキー・カナディアンベーコン・ポーチドエッグをのせ、
オランデーズソースをかけたハウツリーラナイ名物料理、ポテト添え

Garden Benedict

“ガーデンベネディクト” …………………………………………….………………………19
グリルしたイングリッシュマフィンの上に、完熟トマトのスライス・ほうれん草のソテー・
ポータベラマッシュルーム・スイートオニオン・ポーチドエッグをのせオランデーズソース、ポテトとフルーツ添え

Salmon Benedict Florentine

“サーモンベネディクト フローレンス風”………………………….…..…..20
グリルしたペッパーチーズスコーンの上に、サーモン・ほうれん草のソテー・
スイートオニオン・ベーコン・ポーチドエッグをのせオランデーズソース、ポテト添え

Crab Cake Benedict

“クラブケーキ ベネディクト” ……………………..…………………………………….20
グリルしたイングリッシュマフィンの上に、ミニクラブケーキ・ベーコン・
ポーチドエッグをのせオランデーズソース、ポテト添え

Loco Moco “ハウツリーロコモコ”

…………………………………………………………………………….. 20

メンチカツレツとコーンビーフハッシュを白ご飯にのせ、マッシュルームグレービーソースで仕上げる
ハウツリースタイル“ロコモコ”

Ahi Salad Nico

～Al

Fresco

サラダ～

アヒ（マグロ）サラダ ニース風………………………………..…………………..…………….21

グリルドアヒ・ オリーブ・アンチョビ・トマト・ゆで卵・ベーコンビッツ和えポテトをミックスグリーンにのせ、バルサミコドレッシング

Grilled Shrimp Salad

グリルド シュリンプサラダ

串刺しのシュリンプとパイナップル・アボカド・トマト・

ゴルゴンゾーラチーズ・マッシュルームのソテー・バターレタス・ヴィネグレットドレッシング ………………………………….…18

Papaya Chicken Salad

パパイヤチキンサラダ…………………………………………………………………….18

ディジョンマスタードとマヨネーズで和えたチキンサラダ ハーフパパイヤカップ入り フルーツ添え

Caprese Insalata

トマト カプレーゼ……………………………………………………………………….…….15

スライスモッツアレア・トマト バターレタスカップ入り バルサミコヴィネグレットかけ

Caesar Salad

シーザーサラダ……………………………………..………………………………………………..
シーザードレッシングとパルメザンチーズ和えロメインレタス

with Chicken
with Shrimp
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14

チキン入り …………………………………………….……………………………………..16

海老入り……………………………………………………………………………………..

18

“Sandwiches Under Wild Hibiscus”
～サンドウィッチ ＆ 各種ハンバーガー～
“Served with Seasoned Fries”

Big Island Kulana Burger ビッグアイランドクラナバーガー ………………………………………..…………17
ハワイ島産ビーフパテとトマト・レタス・オニオン入りハンバーガー ホワイトカイザーバンズ
●With

Cheese (American or Swiss)

●With

Bacon

アメリカン チーズ 又は スイスチーズ入り +1.00
ベーコン入り +2.00

Kaimana Club House カイマナクラブハウス

サンドウィッチ…………………………………………..…………18

ターキー・ベーコン・アボガド・トマト・レタスのサンドイッチ （ ホールウィート叉はホワイトブレット）

Reuben Sandwich

リューベン サンドウィッチ ……………………………………………………………………17

パストラミ・サワークラフト・スイスチーズ入り ライブレッドサンドイッチ

Mahi Burger

マヒバーガー………………………………………………………………..………..………..……17

アヒの卵衣のグリル・トマト・バターレタス入りバーガー ホワイトカイザーバンズ タルタルソース添え

Grilled Portabella Mushroom

グリルポータベラマッシュルームサンドウィッチ
…….…..……….……16
ポータベラマッシュルームのグリル・ズッキーニ・オニオン・トマト・モツァレラチーズをフォッカッチャブレッドでサンド

Furikake Ahi Burger

フリカケアヒバーガー .…..……………………………………………………..………20
フレッシュアヒ（マグロ）をハーブでマリネし、フリカケをまぶしてグリル
トマト＆バターレタス入りホワイトカイザーバンズバーガーの食感をご堪能下さい。

“Lunch on the Shore of Sans Souci Beach”
～メインディッシュ～

*Fresh Island Catch of the Day………………………………………………………..………..………………20
本日の鮮魚のグリル ブールブランケッパーソース リングイネパスタとグリーンサラダ添え

Garlic Shrimp Scampi …………………………………..……………………………..………..…………………20
スカンピ(シュリンプ)ソテー リングイネパスタ添え ガーリック風味白ワインソース、ガーリックトースト添え

Vegetable Curry ………. ………………………………………………………………..………..……..……………18
ハワイで取れた新鮮野菜カレー マレーシア風ブラウンライス添え
●Add

Chicken
●Add Seafood

チキン入り……………………………………………………………………………………….20

シーフード入り………………………………………………………………….…….………22

“Specialty Teas, Sodas & Smoothies”
～スペシャルティー・ソーダ・スムージー～

Kaimana Cooler カイマナクーラー アサイ・ストロベリー・バナナ入りスムージー …………………………………….6
Pink Dragon Smoothie ピタヤ（ドラゴンフルーツ）・マンゴー・バナナ入りスムージー……………………………….6
Pomegranate Green Tea アイスポメグランティー ザクロの香り……………………………………………………….5
Waialua Mango Soda
マンゴソーダ…………………………………………………………………………….………….5
Lilikoi Soda
リリコイ（パッションフルーツ）ソーダ
………………………………………………………….5
Plantation Iced Tea プランテーションアイスティー パイナップルジュース入りアイスティー ………….………….4

税金とチップは上記の料金に含まれておりません.
6 名様以上のグループには予め 17％のサービス料を加算させていただきます。何卒ご了承願います。
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