sweet ending
brownie pie ala mode

デザートメニュー

12

island coupe

12

ブ ラ ウ ニ ー パ イ ア ラ モ ード

アイランド クープ

マカダミアナッツとチョコレートファッジのブラウニー、リリコイ クーリ、
バター ショートブレッドのクラスト、バニラ アイスクリーム、ココア ニブ

バナナ シャーベット、フローズン ヨーグルト、アーモンド、
ココナッツ グラノーラ、パイナップル

rare cheesecake

kahala coconut cake, raspberry preserves

12

レア チーズケーキ

カハラ ココナッツケーキ、ラズベリー プリザーブ添え

ストロベリー、グァバ シャーベット

hawaiian sorbet

bittersweet chocolate & peanut butter tart

12

10

ハワイアン シャーベット

ビ タ ー ス イ ート チ ョ コ レート ＆ ピ ー ナ ッ ツ バタ ー タ ルト

マンゴー、 グァバ、リリコイ（パッションフルーツ）、 ココナッツ

ピーナッツクリーム、スペキュラース クッキー

ice cream

tahitian vanilla crème brulee

アイスクリーム

12

タ ヒチ ア ン バ ニ ラ ク リーム ブ リ ュ レ

12

10

バニラ、チョコレート、コーヒー、マカデミアナッツ

ココナッツ ショートブレッド クッキー、季節のベリー

coffee

コーヒー
breve ブリーブ 6.5

signature kahala kona blend 4.5
カハラホテルを代表するコナ･ブレンド コーヒー

ハーフ＆ハーフ入りのエスプレッソ

café mocha カフェモカ

Espresso エスプレッソ 5

6

エスプレッソ、ミルク、 チョコレート

café macchiato カフェマキアート 5
エスプレッソ、ミルクフォーム

café kahala カフェカハラ 6.5

cappuccino カプチーノ 6

エスプレッソ、ミルク、チョコレート、
キャラメルホイップクリーム

エスプレッソ、ミルク、ミルクフォーム

iced thai coffee タイ風アイスコーヒー 7

café latte カフェラテ 6

エスプレッソ、ミルク、コンデンスミルク

エスプレッソ、ミルク

skim or homogenized milk ミルク各種 5

hot chocolate ホットチョコレート 6

fine harney & sons teas ハーニー＆サンズ紅茶
japanese sencha 煎茶 7

earl grey アール グレイ 7

春の手摘み緑茶

ベルガモット・オイルを含んだブラックティーのブレンド

darjeeling ダージリン 7

mint verbena ミント バーベナ 7

ヒマラヤ山麓の一番摘みと秋摘みのブレンド

オレゴンのミント葉を使ったカフェインフリー・ハーブティー

chamomile カモミール 7

decaffeinated ceylon カフェインフリー セイロン 7

グリーンアップルのような、さわやかな香り

カフェインフリー・セイロンブラックティー

english breakfast イングリッシュ ブレックファスト 7
ブラックティー、シンプルでありながら深い味わい

dessert cocktails
cocotini ココティーニ 12

デザートカクテル
nutty hawaiian ナッティ･ハワイアン 12

ウォッカ、 マリブーラム、ココナッツシロップ、パイナップルジュース

chococotini チョココティーニ 12
ウォッカ、マリブーラム、 ココナッツクリーム、
ゴディバダークチョコレートリキュール

マカデミアナッツリキュール、バニラコニャック、
ココナッツクリーム

espressotini エスプレッソティーニ 12
ゴディバダークチョコレートリキュール、バニラウォッカ、
エスプレッソ、クリーム

chocolatini ショコラティーニ 12

nocello ノチェロ 12

ウォッカ、ゴディバダーク＆ホワイト、シュガーココアリム

フランジェリコ、ベイリース、アイス

coffee drinks with liquor

リキュールコーヒー

keoki coffee ケオキ コーヒー12

desire デザイアー 12

コーヒー、 カルーア、ブランデー、ダーククリームカカオ

コーヒー、アマレット、ベイリース、ゴディバホワイトリキュール

perfect night パーフェクト ナイト 12
コーヒー、フランジェリコ、ベイリース、アマレット

grand affair グランド アフェアー 12
コーヒー、グランマニエ、カルーア、ベイリース

hawaiian coffee ハワイアン コーヒー 11

chip shot チップ ショット 12
コーヒー、トゥアカ、 ベイリース

コーヒー、マカデミアナッツリキュール

full minty フル ミンティー 11
コーヒー、ペパーミント シュナップス、チョコレートシロップ、クリーム

鳥に餌を与えないでください。
料金にはハワイ州税とサービス料は含まれておりません。
手数料 2 ドルにて 1 皿をお取り分け（スプリット）致します。

