
 

フレッシュ・フィッシュ・プレート・FRESH PLATES 
___________________________________________________ 
コ－ルスローとフレッシュ・タルタルソ－ス付き


マ－ケットプライス(時価)・ランチ 170g (6oz)、ディナー 225g (8oz)


1. フィッシュ (Fish)		 	 2. 調理理⽅方チョイス (Prep)	 

マヒマヒ (Mahi Mahi)	 	 グリル (Grilled)	 

オノ (Ono)	 	 	 ソテー (Sautéed)	 

スナッパー (Snapper)	 	 ケイジャン (Cajun)

アヒ (Ahi)		 	 	 ブラック (Blackened)	 	 

サ－モン (Salmon)

オパ  (Opah)


3. サイド・1つチョイス (Side)

ケイジャン・ライス (Cajun Rice)

フレンチ・フライ (French Fries) 

ホームスタイル・ポテト (Home Potatoes)

ケイジャン・ライス + ホームスタイル・ポテト (Rice + Home Potatoes)


バーガー・CHARBROILED BURGERS 
___________________________________________________ 
コ－ルスロー、フレッシュ・タルタルソ－スとチェダー ⼜又は、ジャック・
チ－ズ (フレンチ・フライ追加 $2+)


フィッシュバーガー (Fish Burger)

オノ ⼜又は、マヒマヒ (Ono or Mahi Mahi)	 	 $11.00

その他のフィッシュ (Any Other Fish)	 	 	 $12.00


チ－ズ・バ－ガ－ (Cheese Burger)	 	 	 $10.00


チキン・バ－ガ－ (Chicken Burger)	 	 	 $10.00


その他・OTHER DISHES 
___________________________________________________ 
シ－フ－ド・パスタ (Seafood Pasta)	 	 	 $21.95

リングイニ とフィッシュ、帆⽴立⾙貝、エビ、ワイン、にんにく、クリ－ム、
パルメザンチ－ズ、トマト、⽟玉ねぎ、マッシュル－ム、ケイパー、バジル


チキン・パスタ (Chicken Pasta)	 	 	 $19.95

リングイニ と チキン、ワイン、にんにく、クリ－ム、パルメザンチ－ズ、
トマト、⽟玉ねぎ、マッシュル－ム、ケイパー、バジル


ファヒタ (Fajitas)	 	 	 	 	 $19.95

1つチョイスフィッシュ、チキン、⼜又はシュリンプ、オリ－ブオイル・ソ
テー、ワイン、にんにく、⽟玉ねぎ、ベルペパー、サルサ、レタス、トマト、
チ－ズ、トルティーヤ、ライス


サラダ・SALAD 
___________________________________________________ 
ガ－デン・サラダ (Garden Salad)	 	 	  $6.95

オ－ガニック・グリーンズ、キュウリ、スプラウト、ニンジン


シ－ザ－・サラダ (Caesar Salad)	 	 	  $6.95

ロメイン・レタス、パルメザン・チーズ、クルトン


チキン・シ－ザ－・サラダ (Chicken Caesar Salad)	  $12.95

チキン、ロメイン・レタス、パルメザン・チーズ、クルトン


シ－フ－ド・サラダ (ガ－デン ⼜又は、シ－ザ－) (Seafood Salad)

エビ とオノ ⼜又は、マヒマヒ  (Shrimp + Mahi or Ono)	  $14.95

エビ とその他のフィッシュ (Shrimp + Any Other Fish)	  $16.95


[Ph] (808) 200-0200 [ランチ] 10:30AM ~ 4:30PM 
2299 Kuhio Ave (レイローホテル) [ディナー] 4:30PM ~ 9:30PM

ランチ/ディナー・プレート・LUNCH + DINNER PLATES 
___________________________________________________ 
コ－ルスローとフレッシュ・タルタルソ－ス付き、サイド1つチョイス

フレンチ・フライ、ケイジャン・ライス、⼜又はホームスタイル・ポテト


	 	 	 サイド無し      ランチ ディナー

ソフトタコ (Tacos)

フレッシュ・マウイ・コ－ン・トルティーヤ、とろけるチ－ズ、サルサ、 
レタス、トマト・ランチ トタコ1つ、ディナー トタコ2つ 
フィッシュ(Fish Tacos)	 $5.00	           $9.95	 $12.95

チキン(Chicken Tacos)	 $5.00	           $9.95	 $12.95

エビ (Shrimp Tacos) 	 $5.00	           $10.95	 $14.95


ケサディーヤ (Quesadilla)

トルティーヤ、ビ－ンズ、チ－ズ、サルサ

野菜 (Veggie)	 	 $8.95	           $9.95	 $10.95

フィッシュ(Fish)	 	 $9.95	           $12.95	 $14.95

チキン(Chicken)	 	 $9.95	           $12.95	 $14.95

エビ (Shrimp)	 	 $10.95	           $14.95	 $16.95


チキンプレート (Chicken Plate)	           $13.95	 $15.95

グリル ⼜又は、照り焼き


フィッシュ＆チップス (Fish & Chips)	          $13.95	 $15.95

フィッシュフライとフレンチ・フライ


シュリンプ＆チップス (Shrimp & Chips)	         $12.95	 $15.95

エビフライとフレンチ・フライ 

カラマリ＆チップス (Calamari & Chips)	          $12.95	 $15.95

イカフライとフレンチ・フライ


アプリタイザ－・APPETIZERS 
___________________________________________________ 
オニオン・リング (Onion Rings)	 	 	 $5.00

チ－ズ・ケサディーヤ (Cheese Quesadilla)	 	 $5.95

ニュー・イングランド・クラム・チャウダー (Chowder)	 $5.00

シュリンプ・カクテル (Shrimp Cocktail)		 	 $8.95

シュリンプ・フライ (Deep Fried Shrimp)	 	 $8.95

カラマリ(イカ)・フライ (Deep Fried Calamari)	 	 $8.95

ケイジャン刺刺身 (Blackened Sashimi)	 マーケット・プライス(時価)

刺刺身 (Sashimi)	 	 	 マーケット・プライス(時価)


お⼦子様プレート・KIDS 
___________________________________________________ 
チ－ズ・ケサディーヤ (Cheese Quesadilla)	 	 $5.95


バター＆チ－ズ・パスタ (Pasta with Butter and Cheese)	 $5.95


フィッシュ＆チップス (Fish & Chips)	 	 	 

フィッシュ・フライ 1つとフレンチ・フライ (1 Fishstick)	 $5.95

フィッシュ・フライ 2つとフレンチ・フライ (2 Fishsticks)	 $7.95


シュリンプ＆チップス (Shrimp & Chips) 
エビフライ3つとフレンチ・フライ (3 Shrimps)	 	 $6.95

エビフライ4つとフレンチ・フライ (4 Shrimps)	 	 $7.95



LUNCH + DINNER PLATES

Includes cole slaw, house-made tartar sauce + choice of Cajun rice, home fries or French fries.  

Fish or Chicken Soft Tacos 
 

$5.00 $9.95

            

$12.95

           

Fresh corn tortillas with melted cheese,
salsa, lettuce + tomatoes

Shrimp Taco

Quesadilla
Your choice of fish, chicken, shrimp or veggie. 
Flour tortilla with beans, cheese + homemade salsa 

Veggie
Fish or Chicken
Shrimp

Seafood Pasta
Linguini noodles with fresh fish, scallops, shrimp, sauteed in garlic, wine, 
cream, parmesan cheese, onions, capers, mushrooms, tomatoes + basil 

 Chicken Pasta
Linguini noodles with chicken breast sauteed in garlic, wine, onions,  
cream, parmesan cheese, capers, mushrooms,  tomatoes + basil 
 
Fajitas 
Choice of fish, chicken or shrimp sauteed in garlic, wine, onion, 
bell pepper + homemade salsa. Served with warm flour tortillas, lettuce, 
tomatoes, rice + cheese  

KIDS

Fish                 
Mahi Mahi 
Ono 
Snapper
Ahi
Salmon 
Opah 

FRESH CATCH Plates Market price (Lunch 6oz - Dinner 8oz) 

Choice of fish + preparation, includes hand-cut crunchy cole slaw, fresh tartar sauce 
choice of Cajun rice, home fries or French fries.  

Preparation 
Grilled to perfection

Sauteed in butter, garlic, 
wine + lemon 

Cajun Style rolled in fresh 
Cajun spice and charbroiled

Blackened Cajun style in 
an iron skillet

APPETIZERS

Onion Rings
Cheese Quesadilla
New England Clam Chowder
Shrimp Cocktail 
Deep Fried Shrimp 
Deep Fried Calamari
Blackened Sashimi
Seared in Cajun Spice, served on a bed of cabbage

Sashimi
Thin slices of Ahi on a bed of cabbage 

 

$5.00
$5.95
$5.00
$8.95
$8.95
$8.95

MKT PRICE

Chicken Plate
Charbroiled or Teriyaki 

SALADS

Garden Salad
Organic greens, tomatoes, cucumbers, carrots + sprouts 

Caesar Salad
Romaine, parmesan + croutons

Chicken Caesar Salad
Seafood Salad (Garden or Caesar) 
Shrimp + Choice of Mahi or Ono  
Any other fish

 
 

$6.95

$6.95

$12.95

$21.95

$19.95

Fish & Chips
Shrimp & Chips
Calamari & Chips

$13.95
$12.95
$12.95

+

$15.95
$14.95
$14.95

Cheese Quesadilla 
Pasta with Butter and Cheese 
Fish and Chips                 (extra fish stick)     $2.00 
One fish stick with French fries
Shrimp and Chips                    
Three pieces of shrimp with French fries

15% gratuity for parties 6+ 

$5.95
$5.95
$5.95

$6.95

            

CHARBROILED BURGER

All burgers include cole slaw, tomato, chedder/jack cheese + house-made tartar 
sauce. (add fries $2.00)

Ono or Mahi 
Any other fish
Cheeseburger
Chicken Burger

 

$11.00
$12.00
$10.00
$10.00

            $19.95

$14.95
$16.95

   (extra shrimp)       $2.00 

OTHER DISHES 

(1 taco) (2 tacos)

(1 taco) (2 tacos)
$6.00              $10.95             $14.95

$13.95 $15.95

$9.95
$12.95
$14.95

$10.95
$14.95
$16.95

$8.95
$9.95
$10.95

Ala carte Lunch Dinner

F R E S H  F I S H  W I T H  A LO H A
@ PA I A F I S H M A R K E T

Side
Cajun Rice
Home Fries
French Fries
Rice + Home Fries 

+

FISHMARKET 
OAHU, HI

P
WAIKIKI

AIA

MKT PRICE


