
ADM 013120 

イタリアン・カクテル 

arancino  11 
svedka vodka, orange liqueur,  

passion fruit & blood orange puree, black cherry syrup 
ウォッカ、オレンジ・リキュール、 パッションフルーツ&ブラッドオレンジピュレ、 

ブラックチェリーシロップ 

 

sangria fiore  40 
a stylish sangria made with st. germain liqueur, pinot grigio,  

and fresh fruits - a perfect aperitif to share!  (750 ml) 
サンジェルマン・ﾘキュール、ピノ・グリージョ、フレッシュ・フルーツ 

－皆で楽しくシェアして飲める食前酒  (750 ml) 
 
 

ottimo cocco  12 
roku gin, amaretto, coconut syrup, lime juice, pineapple juice, 

toasted coconut salt rim  
ジン、アマレット、ココナッツシロップ、ライムジュース、パイナップルジュース、 

ココナッツ・ソルト 

 

 

aperol spritz 11 
aperol, prosecco  

アペロール、グレープフルーツウォッカ、スパークリングワイン 

 

 

blood orange basil rita  10 
silver tequila, orange liqueur, blood orange puree,  

fresh italian basil, fresh lime juice 
テキーラ、オレンジリキュール、ブラッドオレンジピュレ、バジル、ライムジュース 

 

 

hibiscus royal  11 
prosecco with edible hibiscus 

スパークリングワイン、ハイビスカスのシロップ漬け 

 

 

italian surfer  10 
malibu coconut rum, amaretto, pineapple juice 

マリブココナッツ、アマレット、パイナップルジュース 

 

 
イタリアン・ビール 

 

menabrea “1846” birra blonda            9 

(gold medal winner) 
pale lager—cheese pastry, lemon yogurt, nut and toasted bread
ワールドビール・チャンピオンシップ金賞 

 
peroni draft (#1 premium italian beer)                    11 
golden straw color, mild honeyed toast, and light citrus with 
Arancino souvenir glass, yours to keep! 
No.1プレミアム イタリアン（生）アランチーノ限定グラス付き！ 
 
peroni (#1 premium italian beer)                                7 
golden straw color, mild honeyed toast, and light citrus  
 

birra moretti la rossa                                                     8 
deep amber color, eucalyptus honey and brown sugar 
カラメルの甘みと麦芽のフレーバー アルコール度やや強め（赤） 

island ginger cooler       6 
made to order with hawaiian ginger! 
ジンジャークーラー ハワイ産ジンジャーを使用 
 

 

hawaiian plantation iced tea        6 
with pineapple juice, fresh mint & pineapple slice 
アイスティー、パイナップルジュースとフレッシュミント 
 

sparkling / still mineral water        5 
ミネラルウォーター（炭酸入り / 炭酸なし）  
 

juice        4 
pineapple, apple, orange, cranberry 

パイナップルジュース、アップルジュース、オレンジジュース, クランベリージュース 
 

italian sodas       5 
blood orange, raspberry, or strawberry   
イタリアン・ソーダ （オレンジ、ラズベリー、ストロベリー） 
 

iced tea        4 
アイスティー 
 

soda - coke, diet coke, or sprite        4 
コーラ、ダイエット・コーラ、スプライト  
 

iced or hot italian coffee (illy)        4 
アイス又はホット・イタリアン・コーヒー （イリー） 

 
グラスワイン (150ml) 

スプマンテ 

prosecco  da luca / veneto         10/42 
プロセッコ （辛口） ダ・ルカ 

 

moscato d’asti  ruffino / piemonte         10/42 
モスカート・ダスティ   白 ルッフィーノ 

白 
chardonnay  oberon / napa valley          14/60 
シャルドネ オベロン 

 

 

sauvignon blanc  kim crawford / marlborough           11/49 
ソーヴィニヨン・ブラン キム・クロフォード 

 

pinot grigio  masi / veneto           11/49 
ピノ・グリージョ マーシ 

 

赤 

cabernet sauvignon   
chateau ste. michelle / columbia valley           15/64 
カベルネ・ソーヴィニヨン シャトー・サンタ・ミッシェル  
 

merlot  oberon / napa valley          13/55 
メルロー オベロン    
 

pinot noir  meiomi / sonoma county          12/52 
ピノ・ノワール メイオミ 

 
 

chianti classico  tenuta di nozzole / toscana          12/52 
キャンティ・クラシコ テヌータ・ディ・ノゾレ 

 

centine  banfi / toscana          11/49 
60 % sangiovese, 20% cabernet, 20% merlot     
チェンティーネ バンフィ 

60％サンジョヴェーゼ、20％カベルネ、20％メルロー 

20% Kama’aina Discount  

with Hawaii State ID



白    軽め 

chardonnay  coppo / piemonte       67 
シャルドネ コッポ 

 

soave  inama / veneto        49 
ソアーヴェ イナマ 
 

orvieto classico  st. cristina / umbria      47 
オルビエート・クラシコ サンタ・クリスティーナ 

 
ボトルワイン 

 やや辛口 

pinot bianco  terlano / alto adige      59 
ピノ・ビアンコ テルラーノ 
 

roero arneis  vietti / piemonte      52 
ロエロ・アルネイス  ヴィエッティ 

辛口 

gavi  banfi / piemonte        57 
ガーヴィ バンフィ 
 

pinot grigio  lageder / alto adige     55 
ピノ・グリージョ ラゲデール  
 

trebbiano di lugana  zenato / veneto     49 
トレッビアーノ・ディ・ルガーナ ゼナート 

スプマンテ 

dom perignon                    330 
ドン・ペリニヨン 
 

veuve clicquot rose                  180 
ヴーヴ・クリコ ロゼ  
 

veuve clicquot yellow label    160 
ヴーヴ・クリコ イエローラベル     
 

ferrari brut  ferrari / alto adige       85 
フェラーリ・ブリュット フェラーリ     

赤    

tignanello  antinori / toscana                220 
ティニャネロ アンティノリ 

 

guidalberto  san guido by sassicaia / toscana              140 
60% cabernet sauvignon  40% merlot 
グイダルベルト サン・グイド・バイ・サッシカイア 60％カルべネ、40％メルロー 

 

amarone classico  sartori / veneto               134 
アマローネ・クラシコ サルトーリ 

 

barolo  ceretto / piemonte                135 
バローロ セレット 

 

barolo  michele chiarlo / piemonte           110 
バローロ ミケーレ・キャルロ 
 

amarone  bolla / veneto     110 
アマローネ ボッラ 

 

valpolicella ripasso  bertani / veneto     79 
ヴァルポリチェッラ・リパッソ バーターニ 

 

lucente  luce / toscana       84 
75% merlot, 25% sangiovese 

ルチェンテ  ルチェ 75％メルロー、25％サンジョヴェーゼ 

 

villa antinori rosso  antinori / toscana     70 
ヴィラ・アンティノーリ・ロッソ アンティノーリ  
 

campofiorin  masi / veneto      54 
カンポフィオリン マーシ 

 

montepulciano d’abruzzo  valentina / abruzzo    52 
モンテプルチアーノ・ダブルッツオ ヴァレンティーナ 

アメリカ 

merlot duckhorn / napa valley                    147 
メルロー・ダックホーン 

 

pinot noir  resonance / oregon    120 
ピノ・ノワール レゾナンス  

 

old vines zinfandel  turley / napa valley                  86 
オールド・バイン・ジンファンデル ターリー 
 

prisoner  the prisoner / napa valley     85 
プリズナー ザ・プリズナー     

赤    軽め 

chianti classico  banfi / toscana                     51 
キャンティ・クラシコ バンフィ 

 

barbera d’alba  quattro mani / piemonte      45 
バルベーラ・ダルバ クアトロ・マーニ 

やや重め 

valpolicella classico superiore  tommasi / veneto                  53 
ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレ トマーシ 
 

yantra  tenuta sette cieli / toscana                   65 
ヤントラ テヌータ・セッテ・チエリ  

20% Kama’aina Discount  

with Hawaii State ID


