34. ࡠ࠶ࠢࠬࡌࠣ࡞ .................................................................... $8.36 55. ガーデン・ラップ ........................................................................ $6.92


モーニング・ブリュー
コーヒーハウス＆ビストロ

coffee house & bistro

12oz.
S

1. イン・ハウス・ジョー

16oz. 20oz.
M

16. チャイティー
（ホットorアイス)



17. チャイ・シェ−ク Chai Shake

.95¢

18. アイス・ブレンド・コーヒー

4. アイスティー

$1.43

$1.86 $2.01

Iced Tea
5. アイス・コーヒー
Iced Coffee
6. ホット・チョコレート

$2.48

$2.72 $2.96

Hot Chocolate
7. カフェオレ

$2.01

$2.34 $2.48

Café au Lait

8. ホット・ラヴァ
（エスプレッソ)

ダブル

Single

Double

$1.77

$2.24

9. マキアート

$1.86

$2.34

S
$2.34

16oz. 20oz.
M

L

$2.86 $3.34

Jump Start



$4.20

$3.44

$3.25

$2.72

$2.10 $3.34

Cappuccino
(1/3 エスプレッソ, 1/3 スチームミルク, 1/3 ミルクフォーム)
$2.82

$3.20 $3.68

Café Latte
(エスプレッソ, スチームミルク, ミルクフォーム)
$3.34

$3.58 $3.92

(エスプレッソ, ハーフ&ハーフ
《クリープ》,ミルクフォーム)

Workout Waffle

$3.77 $4.20

$3.68

$3.87

Yogurt & Granola
44. ࠬ࠹ࠖ࡞ࠞ࠶࠻ࠝ࠻ࡒ࡞ ....................................$5.50
Steel-cut Oatmeal
45. ࡈࡓࠬࡌࠣ࡞........................................................................$3.92
Hummus Bagel (ࡌࠣ࡞ߣࡑࡔࡑࠧޔᴤߩࡍࠬ࠻)

$3.54

ࡆࠛ࠽ࡕ࠶ࠞ8KGPPGUG/QMMC $3.54

$3.87

$4.30

Served All Day/オールデイ・サーブ・メニュー
. オーガニック・ハウスサラダ ................................................ $5.25
Organic House Salad (緑野菜,トマト, ニンジン, もやし

$3.87

$4.30

(ࠞࡈࠚࡆࠛ࠽ w/ࠡ࠺࠴࡚ࠦ࠻)
$2.63

Italian Soda
28. イタリアン・クリーム・ソーダ (20 oz.)

42. ࡢࠢࠕ࠙࠻ࡢ࠶ࡈ࡞ ........................................................$7.16
43. ࡛࡞ࠣ࠻㧒ࠣࡁ ........................................................$4.73

ࡎࠗ࠶ࡊࠢࡓ)

27. イアリアン・ソーダ (20 oz.)

(レギュラー・エスプレッソショット)

13. カフェ·ブリーヴ Café Breve

$3.77

(ࠛࠬࡊ࠶࠰, ࡂ࠾, ࠪ࠽ࡕࡦ, ࠬ࠹ࠖࡓࡒ࡞ࠢ,
12oz.

12. カフェラッテ

$3.44

ࡎࠗ࠶ࡊࠢࡓ)

ࠞࡈࠚࡆࠛ࠽%CHª8KGPPC

(エスプレッソ+ミルクフォーム)

11. カプチーノ

(w/ ࡈ࠶ࠪࡘࠬ࠻ࡠࡌ&ࡎࠗ࠶ࡊࠢࡓ)

ࠞࡈࠚࡕࠞ%CHª/QEJC


41. ࡌ࡞ࠡࡢ࠶ࡈ࡞ ................................................................$7.16

(エスプレッソ, ギラーデリチョコレート, バナナシロップ)

(ࡎࠗ࠶ࡊࠢࡓ, ࠡ࠺࠴࡚ࠦ࠻, ࠬ࠴ࡓࡒ࡞ࠢ,

Machiato

10. ジャンプ・スタート

$3.77 $4.20

(エスプレッソ, ホワイトチョコレート,ミルク, ホイップクリーム)

Hot Lava (espresso)

 

Belgian Waffel (Fresh Strawberry w/Whipped Cream)

23. スノー・カップ Snow Cap



Belgian Waffle 㧔w/ࡃ࠲㧒ࡔࡊ࡞ࠪࡠ࠶ࡊ㧕
$3.44

&キュウリ w/バルサミコビネガー・ドレッシング)
51. オーガニック・ツナサラダ .................................................... $7.40
Organic Tuna Salad (緑野菜,トマト, ニンジン, もやし
&キュウリ w/2スクープツナ)

$2.86

Italian Cream Soda

52. オーガニック・チキンカレーサラダ ................................ $7.40
Organic Chicken Curry Salad

Bagel w/butter

53. ベジタリアン・サンドイッチ................................................. $6.21

31. ࡌࠣ࡞ w/ࠢࡓ࠴࠭ ................................................$3.01

Veggie Sandwich (緑野菜,トマト, ニンジ ン, もやし,



ほうれん草, チーズ, サンドライ・トマト,キュウリ,マスタード,

Bagel w/ cream cheese

九穀パンorフォカチャorクロワッサンを選べ る)

カカオシロップ,ギラーデリ・チョコレート)

ࡌࠣ࡞ w/ࠩ࠙ࠜࠢࠬ ............................................ $ 4.73

$3.34

$3.68 $4.01

Thai Iced Coffee (エスプレッソ,コンデンスミルク,ミルク)

クロワッサンから選べる)
59. ターキー・クランベリー ........................................................ $6.92
Turkey Cranberry (各野菜,クランベリーソース&スライス
ターキー、
w/ブラウンブレッド or 九穀パン or フォカチャor
クロワッサンから選べる)
60. ハム&スイスチーズ・サンドイッチ.................................... $6.92
Ham & Swiss (各野菜,スイスチーズ&スライスハム)

Light Lunch Menu / ライト・ランチメニュー
70. チキン・カレー ........................................................................ $7.16
Curry Chicken (チキンカレーサラダ、
レタス、
ト マト、
ニンジン、
マンゴ·チャツネ, w/ブラウンブレッド or 九穀 パン or
フォカチャorクロワッサンから選べる)
71. ガーデン・バーガー................................................................. $7.16
Garden Burger (マカデミアンナッツ·ペースト、
レタス,トマト、
ほうれん草、
もやし、
キュウリ&ニンジン …リクエストでと
ろけるチーズをサーブ)
72. ブリュー·クェサディア............................................................ $7.16
Brew Quesadilla (ジャック&チェダーチーズ,レタス,トマト,
ほうれん草、
もやし、
サンドライド·トマト、
サルサ&サワークリーム.
«2種類のフラワートルティア でサンドイッチ»)
73. ナチョス .................................................................................... $6.21
Nachos (トルティアチップス, とろけるチェダーチーズ,トマト,
オリーブハラペーニョ,オニオン, w/サワークリーム&サルサ)

&キュウリ w/2スクープチキンカレー)





15. タイ・アイス・コーヒー

w/ブラウンブレッド or 九穀パン or フォカチャor

(緑野菜,トマト, ニンジン, もやし&キュウリ w/2スクープツナ) 74. パニーニ.................................................................................... $7.16

Krakatoa Steamers (エスプレッソ, キャラメル&

$3.77 $4.20

Turkey & Swiss (各野菜,スイスチーズ&スライスターキー

ࡌࠣ࡞ w/ࡃ࠲ ....................................................................$1.96

マヨネーズ&バルサミコ ビネガー w/ブラウン・ブレッドor

$3.44

or 九穀パンorフォカチャorクロワッサンを選べる)

BAGELS & THINGS / ベーグル＆その他いろいろ

32. ࡌࠣ࡞ w/ࡈࡃࠢࡓ࠴࠭  $3.49

14. クラカトア・スチーマー

ニンジンw/マスタード&マヨネーズ w/ブラウンブレッド
58. ターキー&スイス・チーズ .................................................... $6.92

࠴࠭ޔ㊁⩿ࠨ࡞ࠨ ޔ㧕

40. ࡌ࡞ࠡࡢ࠶ࡈ࡞

$5.01

チョコレート, ヘーゼルナッツ, ココナッツ)

シングル

 

Breakfast Burrito Panini Style

German chocolate Mocha (エスプレッソ, ギラーデリ

ESPRESSO BAR / エスプレッソ・バー

ビネガードレッシングのほうれん草トルティア包み)

Traditional Breakfast Bagel

Funky Chocolate Monkey

22. ジャーマン・チョコレート・モカ

Hummus Wrap (マメ、
ゴマ油のペースト,レタス,トマト,



39. ࡉ࠶ࠢࡈࠔࠬ࠻·ࡉ࠻·ࡄ࠾࠾ࠬ࠲ࠗ࡞

$4.77

Chocolate Espresso Shake
21. ファンキー・チョコレート・モンキー

56. フムス·ラップ............................................................................ $6.92

Breakfast Burrito 㧔ෆ㧞ಽߩࠬࠢࡦࡉ࡞ࠛ࠶ࠣޔ

Espresso Shake

$1.86 $2.01

w/バルサミコ・ビネガー・ドレッシングのトルティア包み)

ほうれん草、
きゅうり、
もやし＆ニンジン、w/バルサミコ・



20. チョコレート・エスプレッソ・シェーク
$1.53

$4.73

36. ࠻࠺࡚ࠖࠪ࠽࡞ࡉ࠶ࠢࡈࠔࠬ࠻ࡌࠣ࡞ ........ $4.77

$3.87

19. エスプレッソ・シェーク

Hot Tea



Veggie Breakfast Bagel

38. ࡉ࠶ࠢࡈࠔࠬ࠻·ࡉ࠻

Ice Blended Coffees

$1.43

レタス、
トマト、ほうれん草、
キュウリ、
も やし&ニンジン、

37. ࡂࡃ࡞࠹ࠖࠬࠢࡦࡉ࡞ ....................................................$5.68 57. ツナ・スペシャル .................................................................... $6.92
Tuna Special (ツナ、
レタス、
トマト、ほうれん 草、
もやし&
Havarti Scramble (w/ࡃ࠲&ࡔࡊ࡞ࠪࡠ࠶ࡊ)

$4.77

... 36 varieties of hot and iced teas ...

$1.86 $2.01

House Coffee
3. ホット・ティー

$3.58 $4.15

... 36種類のお茶をホットまたはアイスティー で...
$1.53

(ࠢࡓ࠴࠭, ࠤࡄ, ࠝ࠾ࠝࡦ, ࠻ࡑ࠻, ࡠ࠶ࠢࠬ)

(ࠬࠢࡦࡉ࡞ࠛ࠶ࠣޔ࠭࠴ޔ㊁⩿)

Chai Tea (hot or cold) Spiced or vanilla (スパイスorバニラ)

L

In House Joe
2. ハウス・コーヒー

$3.20

Garden Wrap (ペストorサンドライ・トマト・クリームチーズ,

35. ࡌࠫ࠲ࠕࡦࡉ࠶ࠢࡈࠔࠬ࠻ࡌࠣ࡞

オープン 朝6:00〜 • 600 kailua road • kailua, hawaii •  808 262-7770

BEVERAGES / 飲み物

.QZ$CIGN



$CIGNYHNCXQTGFETGCOEJGGUG

54. ベジタリアン・ピザ ................................................................ $7.88

Bagel w/the works

Veggie Pizza (サンドライ・トマト,ペスト&ガーリック w/

(ࡈࡃࠢࡓ࠴࠭, ࠤࡄ, ࠬࡊ࠙࠻, ࠻ࡑ࠻)

チーズ, フレッシュ・スピナッチ,トマト,オニオン,オリーブ)

Panini (ターキーorハム, グリルドフォカチャ w/ペスト,
サンドライド·トマト、ほうれん草&トマト)
␜ߐࠇߡࠆ୯Ბߪޔᄌᦝߐࠇࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ
Prices may change.
ᒰᐫߢ㘶㘩ߐࠇߚ߅ቴ᭽ߪ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ
↪߇ήᢱߣߥࠅ߹ߔޕ
Free Internet WIFI with Purchase.

