draft

Stella Artois Belgian Lager *ステラ アルトワ・ベルギー ラガー [5%] 7 | 8
Kona Longboard Lager *コナ・ロングボード [4.5%] 7 | 8
Kona Castaway IPA コ
 ナ・キャスタウェイ IPA [6%] 6 | 7
Maui Mana Wheat Ale * マウイ・マナ・ウィート エール [5.5%] 7 | 8
Maui Lahaina Brown Ale * マウイ・ラハイナ・ブラウン エール [5.3%] 7 | 8
Pueo Pale Ale *プエオ・ペールエール [5.5%] 7 | 8

ボトル

Apothic * レッドブレンド - アポシック、カリフォルニア産 8 | 30
Avalon * カベルネ・ソーヴィニョンル - アバロン、カリフォルニア産 7 | 26
Carnivor カ
 ベルネ・ソーヴィニョン - カーニヴォ、カリフォルニア産 8 | 30
Mark West ピ
 ノ・ノワール - マークウエスト、カリフォルニア産 8 | 30
Meiomi ピ
 ノ・ノワール - メイオミ、カリフォルニア産 12 | 46

white

白ワイン

Chateau Ste. Michelle * シャルドネ - シャトー サン ミッシェル、
コロンビアヴァレー産 8 | 30
Benzinger シ
 ャルドネ - ベンツィンガー、ソノマ カウンティー産 10 | 38
Oyster Bay ソ
 ーヴィニョン・ブラン - オイスターベイ、ニュージーランド - マールボロ産 8 | 30

Beer Flightビール・フライト（テイスティング）10

Chateau de Campuget ロ
 ゼ - シャトー・ド・カンプジェ、フランス産 9 | 34

缶

Corona コ
 ロナ [4.6%] 6
Corona Light コ
 ロナ・ライト [4.5%] 6
Coney Island Hard Root Beer コ
 ニー・アイランド・ハードルートビア [5.8%] 7
Shock Top Belgian White シ
 ョックトップ・ベルビーホワイト [5.2%] 6
Sam Adams Boston Lager サ
 ミュエルアダムス・ボストンラガー [4.9%] 6
Rebel IPA レ
 ベル IPA [6.5%] 6
Sam Adams Nitro Project サ
 ミュエルアダムス・ニトロプロジェクト [5.5%] 9
Maui Brewing Bikini Blonde マ
 ウイブリューイング・ビキニブロンド [5.1%] 7
Angry Orchard Hard Apple Cider ア
 ングリー・オーチャード・ハードアップルサイダー [5%] 7
Omission Gluten Free Pale Ale オ
 ミッション・ペールエール または ラガー [5.8%] 7

Ruffino *ピノ・グリージョ - ルフィーノ、イタリア - ベネト産 8 | 30
La Marca プ
 ロセッコ - ラ・マルカ、イタリア産 11

cocktails カクテル
Skinny Margarita Fresca ス
 キニー マルガリータ フレスカ
カーサミーゴスブランコ、
フレッシュライムジュース、
アガベネクター 10
Classic Old Fashioned ク
 ラシック オールドファッション
メーカーズマーク、
アンゴスチュラビターズ、
オレンジピール 10
Ultimate Rye Manhattan ア
 ルティメット ライ マンハッタン
テンプルトンライ、
スイートベルモット、
アンゴスチュラビターズ、
ルクサルドチェリー 9

Bourbon Smash バ
 ーボン スマッシュ
4種類のバーボン、
レモン、
フレッシュミント 9
The Counter Mule ザ
 カウンター ミュール
ティトスウォッカ、
バンダバーグジンジャービール、
フレッシュライムジュース 9

Pickled ピ
 クルド

月曜〜金曜

ニューアムステルダムジン、
グリーンシャルトリューズ、
ピクルブライン、
キュウリ、
フレッシュライムジュース 9

| 3 - 6:30 pm

happy hour
ハッピーアワー

DRINK A LITTLE 飲み物

5

$

Beers on Draft 生
 ビール* 16 oz

Signature Wines シ
 グネチャーワイン*
Well Drinks ウ
 ェルドリンク
*ハッピーアワーセレクション

EAT A LITTLE おつまみ（軽食） $5
Two Mini Burgers ミ
 ニ バーガー２つ

サウザンフライドチキン、
ビーフ、
ターキー、
ベジタブルのうち2つ

Two Mini Crab Cake Burgers ミ
 ニ クラブケーキ バーガー + $2

 手羽元のグリル焼き ハーフオーダー
1/2 Order Grilled Wings 鶏
ピリ辛で甘酢のシラチャソースまたは
スパイシーなバッファロースタイルソースをチョイス

Fried Dill Pickles デ
 ィルピクルスのフライ
Loaded Tots ロ
 ーデドトッツ

Parmesan Fries パ
 ルメジャンフライ

starters

赤ワイン

Diseño マ
 ルベック - ディセノ、アルゼンチン、メンドーサ産 8 | 30

生ビール 16 0z/20 oz

bottl eS cans

red

The Angry Pineapple ザ
 アングリー パイナップル
エルヒマドールブランコ、
パイナップルチポトレシロップ、
フレッシュライムジュース、
ハラペーニョ、
クラックソルト 9

Sparkling Lemonade ス
 パークリング レモネード
ラマルカマルカスロセッコ、
レモネード、
フレッシュミント 9

アペタイザー

Fried Dill Pickles ディルピクルスのフライ
アプリコットソース添え 7

coke • diet coke • sprite • fanta orange • barq’s root beer • fresh brewed iced tea 

all natural lemonade オ
 ールナチュラル・レモネード 4.5
strawberry lemonade ス
 トロベリーレモネード 4.95
arnold palmer ア
 ーノルドパーマー 4.5
waialua lilikoi or pineapple ワ
 イアルア・リリコイ、ワイアルア・パイナップル 4.5
ginger beer ジ
 ンジャービール 3.75
voss still or sparkling ボ
 ススティルまたはスパークリング4.95

Sweet Potato Fries サツマイモのフライドポテト
西洋ワサビのアイオリソースと一緒に 8

Loaded Tots ローデドトッツ

ピメントチーズ、
りんごの木で燻したスモークベーコン、
エシャロットにバターミルク・ランチドレッシングを添えて 10

Fried Onion Strings フライドオニオン ストリング
ヒッコリー・バーベキューソースとバターミルク・
ランチドレッシング添え 9

Grilled Veggie Skewers グリルドベジタブル スキューア
スクォッシュ、
ズッキーニ、赤ピーマン、
ニンジン、
ミニトマト、赤タマネギ 8

The Fifty-Fifty フィフティー フィフティー

Deviled Eggs デビルド エッグ

色々食べたい人にピッタリ！
上の３つから２つをチョイス 9

チェダーチーズとりんごの木で燻したスモークベーコンを盛り合わせて 6

Grilled Wings 鶏手羽元のグリル焼き

Chili Cheese Fries チリチーズフライ

ピリ辛で甘酢のシラチャソースかスパイシーなバッファロースタイルの手羽元に、
セロリとディップソースを添えて 12

ビーフチリ、
ティラムックチェダーチーズ、
赤タマネギにサワークリームを添えて 10

All Natural Beef Chili オールナチュラル ビーフ チリ

Parmesan Fries パルメジャンフライ

ティラムックチェダーチーズと赤タマネギ、
サワークリームを添えて 10

ローズマリーとパセリを加えたガーリックアイオリソース添え

Turkey Chili ターキー チリ

9

Sauce Flight 追
 加ソース 3 種 +1

グリルで焼いたコーンと干しクランベリー、
エシャロットを添えて 9

shakes, malts Floats
シェイク、麦芽飲料
The Classic クラシック

チョコレート、
バニラビーン、
ストロベリーからフレーバーをチョイス 7.5

Birthday Cake バースデーケーキ

フロート
Build Your Own Shake中身が選べるオリジナルシェイク 8
以下の材料から３種類まで選べます
追加は1品 +0.5

コンフェティキャンディーとレインボーカラーのスパークルをトッピングしたケーキ 8

Nutella & Salted Pretzel 
 テラ チョコレートスプレッドと塩味のプレッツェルのコンビ 8
ヌ
Banana Split バナナ スプリット

ストロベリー、
バナナ、
キャラメル、
チョコレートからフレーバーをチョイス 8

Apple Crumble アップル クランブル 8
Caramel Java Malt キャラメル ジャバ・モルト

コーヒー、麦芽乳、
キャラメル、
チョコレートからフレーバーをチョイス 8

Root Beer Float ルートビア フロート 7

apple crumble
banana
brownie
caramel
cherry pie filling
chocolate chips
chocolate
coffee
malted milk

アップル クランブル
バナナ
ブラウニー
キャラメル
チェリーパイフィリング
チョコレートチップ
チョコレート
コーヒー

marshmallow
nutella
oreos
peanut butter
rainbow sprinkles
salted pretzels
almonds
strawberry

マシュマロ
ヌテラ
オレオ
ピーナッツバター
レインボースプリンクル
ソルテッドプレッツェル
アーモンド
ストロベリー

麦芽乳

SPIKED

SHAKES

beverages ソフトドリンク
コーク、ダイエットコーク、スプライト、ファンタ・オレンジ、ルートビア、フレッシュアイスティー 3.75

Shoestring Fries フライド ポテト シューストリング 7

アルコール入りシェイク

Hard Root Beer Float ハードハードルートビア フロート
コニー・アイランド・ハードルートビア、
バーボン、
バニラアイス 11.5
Dreamsicle ドリームサイクル

コアントローリキュール、
オレンジ、
はちみつ

11.5

Red Velvet レッドベルベット

アポシックレッドブレンド、
チョコレート、
ストロベリー、
クリームチーズ 11.5

Frozen Mexican Hot Chocolate フローズン メキシカン ホットチョコレート
ニューアムステルダムウォッカ、
チョコレート、
スパイス 11.5
Thin Mint シ
 ン ミント

ベイリーズ・アイリッシュクリームのチョコレートシェイク、
ミントリリキュール 11.5

SWEET
ENDINGS
デザート

Caramel & Chocolate Brownie 
 ャラメル チョコレート ブラウニー
キ
温かいキャラメルソースと
バニラアイスクリームを添えて 8

Apple Crumble 
 ップルクランブル
ア

温かいアップルクランブルに
バニラアイスクリームを添えて 9

HI001_04_08.2016_Kahala

drink

お飲み物

signature

手作りハンバーガー

burgers

自然食品

抗生物質不

使用

ホルモン操
作
なしの
アンガス牛
！

a n d ...

焼き上がり後

151g

SALADS
サラダ
Simple Salad シンプルサラダ

オーガニックグリーン、
キュウリ、細切りニンジン、赤タマネギ、
トマトをお好みのドレッシングで 8

無添加の餌で大切に育てた安全なアンガス牛の肉で作るハンバーガーをお楽しみください。
ご注文をいただいてから一つ一つ丁寧に焼き上げます。

The Kale Salad ケールサラダ

ケール、
フェタチーズ、干しクランベリー、
アーモンドスライスをレモンビネグレッテで和えて 10

The Counter Burger ザ カウンター バーガー

ハンバーガーバンにのせて

オールナチュラル・ビーフ、
プロヴォローネチーズとトマト、
レタス、
フライド・オニオンストリングス、
ソテーしたマッシュルーム、
ガーリック・アイオリソースをブリオッシュ・バンにのせて 14

Korean BBQ コリアンBBQ

オールナチュラルビーフ、
レタス各種、
グリルした赤タマネギ、
キュウリ、
コチュジャンソース、
ガーリック・アイオリソースをハワイアン・バンにのせて 12

オールナチュラルビーフ、
ティラムックチェダーチーズ、
トマト、
リンゴの木で燻したスモークベーコン、
目玉焼き、
スイートシラチャソースをイングリシュマフィンにのせて 14

オールナチュラル・ビーフ、
ティラムックチェダーチーズとレタス、
トマト、赤タマネギ、
ピクルス、
ザ・カウンター特製レリッシュをブリオッシュ・バンにのせて 11

オーガニックのバイソン肉、
スモークゴーダチーズ、
ベーコンオニオン・マーマレード、
目玉焼き、
ベビースピナッチ
（ホウレン草）、
エシャロット、
自家製サウザンアイランド・ドレッシングをブリオッシュ・バンにのせて 19

オールナチュラル・ターキー挽肉、
ハラペーニョジャックチーズ、
レタス、干しクランベリー、
エシャロット、
チポトレ・アイオリソースをブリオッシュ・バンにのせて 11

Sprouted Veggie スプラウド ベジ

オールナチュラルビーフ、
ティラムックチェダーチーズ、
ピクルス、赤タマネギ、
ザ・カウンター特製レリッシュをミニ・ハワイアン・バンにのせて 12

Holy Crab ホーリークラブ

ジャンボ・ランプクラブケーキ、
ハラペーニョジャックチーズ、
トマト、
ピクルス、
フレッシュ・ハラペーニョ、
コールスロー、
自家製サウザンアイランド・ドレッシングをハワイアン・バンにのせて 18

加で
3追
＄

HD Chicken HDチキン

227g
に増 量 ！

rareレア

全体的に赤く中心部の温度は低い

The Purist ザ・プリスト

オールナチュラルビーフをブリオッシュ・バンにのせて 9

medium rareミディアムレア

全体的に赤く中心部まで熱が伝わってる

WTF: Why The Face? WTF: ワイ ザ フェイス

オールナチュラル・ターキー挽肉、
プロヴォローネチーズ、
ソルト＆ビネガー風味のポテトチップ、
リンゴの木で燻したスモークベーコン、
ピクルス、
粗挽きマスタードをハワイアン・バンにのせて 13.5

グリーン野菜にのせて
Bison & Brie バイソン＆ブリチーズ

オールナチュラル・ビーフ、
ハーブ・ゴートチーズ、
オーガニックグリーン、
キノア、
ローストしたミニトマト、赤タマネギのグリル焼きをバジルペーストで 13

オーガニックバイソン、
ブリチーズ、干しクランベリー、
フレッシュ・ハラペーニョ、
細切りニンジン、
ケールをアプリコットソースで 18

Mediterranean メディテラニアン（地中海風）

Asian Veggie アジアン ベジ

Classic Cobb クラシック コブ

Loco Moco ロコモコ

Crab Encounter クラブ エンカウンター

ジャンボ・ランプクラブケーキ、
トマト、刻み玉子、赤ピーマンのロースト、
リンゴの木で燻したスモークベーコン、
エシャロット、
オーガニックグリーンをハニーディジョンソースで 20.5

Southern Fried Chicken サウザン フライドチキン

mediumミディアム

Add a side to your signature burger, sandwich or salad
手作りハンバーガー、サンドイッチまたはサラダに付け合わせて 各3.50

フライドポテト・シューストリング、
サツマイモのフライドポテト、
フライドオニオン・ストリングス、
コールスロー、
サイドサラダ、
キノアサラダ、
ビーフまたはターキーのチリ、野菜の串焼き
*充分に加熱調理しない肉•魚•玉子の摂取は体の不調の原因となることがあります。
また調理の際には、
ナッツ類、
ナッツオイル、
およびその他の素材が料理入る可能性がありますので予めご理解ください。

全体的にピンク色

バターミルクブラインド、
ハラペーニョジャックチーズ、
トマト、
コールスロー、
フレッシュ・ハラペーニョ、
ハニーディジョンソースをブリオッシュ・バンにのせて 14

B.L.T. & Grilled A  ビーエルティー（グリル焼き）
＆A

リンゴの木で燻したスモークベーコン、
レタス、
トマト、焼きアボカド、
ガーリックアイオリソースを鉄板で焼き目をつけた酸味のあるパンにのせて 10

medium wellミディアムウェル
少しピンク色を残した焼き上がり

Veggie Club ベジクラブ

ズッキーニのグリル焼き、赤ピーマンとニンジン、焼きアボカド、
トマト、
モッツァレラチーズ、
バジルペーストをグリルで焼いた酸味のあるパンにのせて 10

Grilled Cheese Trifecta グリルドチーズ トリフェクタ
（トリオ）
ティラムックチェダーチーズ、
プロヴォローネチーズ、
アメリカンチーズを、
鉄板で焼き目をつけた酸味のあるパンにのせて 9

wellウェル

リンゴの木で燻したスモークベーコンの追加

よく焼いた状態

尋ねくださ
お

グルテン
フリーメニュー
あり

も

オールナチュラル・ビーフ、玉子のフライ、
サクサクしたオニオンストリング、
ブラウン・グレービーソース、
ライス 15

The Meltdown ザ メルトダウン

チキン胸肉のグリル焼き、
プロヴォローネチーズ、
マッシュルームのソテー、
赤タマネギとアナハイムチリのグリル焼き、
バジルペーストまたは自家製サウザンドアイランド
ドレッシングを鉄板で焼き目をつけた酸味のあるパンにのせて 13

い

チキン胸肉のグリル焼き、
デニッシュ・ブルーチーズ、
リンゴの木で燻したスモークベーコン、
刻み玉子、
トマト、赤タマネギ、
レタスをデジョンバルサミックソースで 14.5

自家製ビーガンベジタブル、細切りニンジン、赤タマネギ、
パイナップルのグリル焼き、
赤ピーマンのロースト、
エシャロット、
オーガニックグリーンを生姜醤油のビネグレッテで 13

sandwiches
サンドイッチ

オールナチュラルビーフ、
ティラムックチェダーチーズ、
リンゴの木で燻したスモークベーコン、
トマト、
フライド・オニオンストリングス、
ヒッコリーバーベキューソースをブリオッシュ・バンにのせて 14

オールナチュラル・ターキー挽肉、
フェタチーズ、
キュウリ、
ペペロンチーニ、
トマト、
ミックスオリーブ、
レタスをレモンビネグレッテソースで 13

+4.5

チキン胸肉のグリル焼き、
レタス、熟成パルメザンチーズ、
ガーリッククルトンをシーザードレッシングで和えて 14

チキン胸肉のグリル焼き、
グリュイエールチーズ、
オーガニックグリーン、
トマト、
エシャロット、
ハニーディジョンソースをブリオッシュ・バンにのせて 11

Bacon BBQ ベーコンバーベキュー

Sonoma Bowl ソノマボウル

追加

Grilled Chicken Caesar グリルド チキン シーザー

Bison is Gouda バイソン イズ ゴーダ

Chipotle Turkey チポトレ ターキー

Minis ミニ

各サラダ、鶏肉グリル焼きの追加トッピングも承ります

Red Eye レッドアイ

Old School オールド スクール

自家製ビーガン・ベジタブル、
オーガニックグリーン、赤タマネギ、
ローストした赤ピーマン、
アルファルファ、
ディジョン風バスサミックソースをマルチグレイン・バンにのせて 11

Hippie Salad ヒッピーサラダ

オーガニックグリーン、
レタス、
ハーブド・ゴートチーズ、
アルファルファ、
ミニトマトのロースト、
キノア、
ガーリッククルトンをディジョンバルサミックで和えて 10

ます

追加

+1.5

