カクテル、酒＆ビール
フレッシュラズベリーコリンズ 16
Fresh Raspberry Essenced Collins
フレッシュ･ラズベリーと絞りたてレモン、ハワイ産
白砂糖きびのシロップ、ボンベイ･サファイア･ジンと
ソーダ水のさわやかなカクテル

アズーア・サイドカー
19 Azure Sidecar
クラッシックなカクテル、サイドカーをマーテル VS、
イエロー・シャルトリューズ・リキュールとフレッシ
ュライムでアズーア風に。グラスの縁を砂糖でスノー
スタイルに、そしてレモン・ツイストを添えました。

コハナ ダイキリ 23
KōHana Daiquiri
ハワイのオリジナルラム酒とキューバのカクテルをミ
ックス
ハワイのサトウキビから作られたオリジナルラム酒“ア
グリコール”のコホーラムとライムジュースにほんのり
お砂糖を加えたお洒落なマルティーニ

カラマンシ･ハニー･ミュール 16
Kalamansi Honey Mule
モスクワ･ミュールとマウイ産オーガニック･オーシャ
ン･ウォッカ、フィリピンが原産のカラマンシ･ライム、
新鮮なレモンとシトラスをふんだんに使ったカクテル
に生姜のビールとハワイ島産ハニーを入れオン･ザ･ロ
ックでお召し上がり下さい。

ロイヤル サゼラック
18
Royal Sazerac
サゼラックは１９００年代から人気の歴史的なカクテ
ル
ノブクリークのライウィスキー、マーテル VS コニャ
ックとペイショーズビターを 上品にミックス

ハイビスカス･マルガリータ 16 Hibiscus Margarita
メキシコ産テキーラ酒カザドレス･レポサド入り。ラ
イム･ジュース、ハイビスカスと白砂糖きびを使用の
当リゾート特製シロップを混ぜました。グラスの縁に
はスパイシー･シトラス･ソルト。
このカクテルはオン･ザ･ロックでお召し上がり下さい。

クローバー・クラブ
18
Clover Club
ロイヤルハワイアンホテルでかつてのオリジナルメニ
ューにあったクラシックドリンク。ボンベイサファイ
ア、リレ・ブランとラズベリーのカクテル。
卵白でボディを、ドライシェイクによるパーフェクト
な泡をお楽しみ下さい。

BEER OF AZURE

asahi dry
heineken
hitachino white ale
kona longboard lager
ayinger celebrator
big island brewhaus white mountain porter 22oz
lanikai brewing ipa 22oz

7
7
7
7
9
19

Sparkling スパークリングワイン
brut ◊ grandin ◊ loire ◊ nv
brut ◊ nicolas feuillatte ◊ chouilly ◊ nv

WINES
18
20

73
80

Rosé ロゼワイン
cinsault/grenache/syrah/merlot ◊ triennes ◊ provence ◊ 2016

13

54

Whites 白ワイン
chardonnay ◊ william fevre ◊ chablis ◊ 2015
chardonnay ◊ brewer clifton ◊ santa rita hills ◊ 2016
chardonnay ◊ cake bread ◊ napa ◊ 2015
gruner veltliner ◊ loimer ◊ kamptal, austria ◊ 2016
sauvignon blanc ◊ craggy range "te muna road" ◊ martinborough, nz ◊ 2016
riesling ◊ haart ◊ mosel ◊ 2014

15
20
29
14
16
18

60
80
116
57
64
72

Red 赤ワイン
pinot noir ◊ bellene ◊ burgundy ◊ 2015
pinot noir ◊ failla ◊ sonoma ◊ 2014
merlot ◊ vita nova ◊ santa barbara ◊ 2012
merlot ◊ clos du val ◊ napa ◊2013
shiraz ◊ mollydooker (seasonal bottling) ◊ mclaren vale ◊ 2016
syrah blend ◊ kermit lynch ◊ languedoc ◊ 2014
cabernet sauvignon blend ◊ the prisoner ◊ napa ◊ 2016
cabernet sauvignon ◊ twenty rows ◊ napa ◊ 2016
cabernet sauvignon ◊ obsidian ◊ lake county ◊ 2015
cabernet sauvignon ◊ stag’s leap wine cellars “artemis” ◊ napa ◊ 2014

16
20
15
18
20
14
25
16
22
30

58
88
60
72
80
56
100
64
90
144

