
breakfast 7am - 11am

 

BILLS CLASSICS

リコッタパンケーキ w/ バナナ, ハニーコームバター (v) 21.00 

フルオージー - ワイマナロファーム産新鮮卵のスクランブルエッグ 
サワドゥトースト, クミンローストトマト, ベーコン, 

'miso' マッシュルーム, フェンネルソーセージ* 24.00 
 

カフクスイートコーンフリッター w/ クミンローストトマト,  
ほうれん草, ベーコン, アヴォカドサルサ 22.00 

 
フレッシュオージー ‒ ティースモークサーモン, 

ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ, グリーンズ, 
アヴォカド, チェリートマト* (gf) 21.00

ワイマナロファーム産新鮮卵のスクランブルエッグ 
w/ サワドゥトースト* (v) 16.00

アヴォカド, ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ, 
チリ,ライム, コリアンダー w/ ライ麦パンのトースト* (v)13.00

SIDES FOR CLASSICS

アヴォカド / アヴォカドサルサ / フレッシュトマト /  
クミンローストトマト / 'miso' マッシュルーム / 

ハロウミチーズ&レモン 5.00 
ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ  

or フライドエッグ* 7.00 
ティースモークサーモン* (gf) 8.00 

キムチ / ベーコン / フェンネルソーセージ (gf) 7.00 
ソフトシェルクラブ* 8.00

PLATES

フレンチトースト w/ キャラメルポーチドフルーツ,  
ピスタチオ, ヨーグルト (v) 16.00

キムチ フライドライス w/ ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ, 
ソフトシェルクラブ, チョリソー* 21.00 

APÉRITIF

bills スパイス ブラッディメアリー 13.00

ホワイトビーチ ベリー二 13.00

ブリュット グリュエ, NV グラス 12.00

HOMEMADE SODAS

自家製レモネード / ハイビスカスライムソーダ /  
レモン ライム ビターズソーダ 7.00

waiwera ミネラルウォ-ター /  
スパークリングウォ-ター (1000ml) 8.00

JUICES

フレッシュオレンジジュース 6.50

サンライズドリンク - ベリー, バナナ, ヨーグルト,  
メロン, オレンジ 7.00

bills グリーンズ - グリーンアップル, キュウリ, セロリ, 
ジンジャー チャドレタス, チアシード, ココナッツウｫーター 9.00

waiola ココナッツウォ-ター 5.50

SMOOTHIES, FRAPPÉS, SHAKES

ソルトキャラメルシェーク 9.00

チョコレートファジーシェーク 9.00

bills ロウ - バナナ, カカオ, マカパウダー,  
アーモンドミルク, lsa 9.00

スイカ & ライム フラッペ 9.00

抹茶バニラフラッペ 9.00

ラズベリー＆アサイー 9.00

COFFEE, TEA, CHOCOLATE

big island ka'u coffee:

エスプレッソ / マキアート 4.00 
ピッコロ / ロングブラック 5.00 

ラテ/ フラットホワイト / カプチーノ / モカ 5.50 
ソイミルク or エキストラショット 1.00

big island ka'u coffee 水だしアイスコーヒー 5.50

オーガニックリーフティー by ovvio  
イングリッシュブレックファースト / ベルガモットアールグレイ  

ホワイトジャスミン / カモミール 6.00

スパイスチャイティー 7.00

フレッシュミントティー 5.00

bills アイスウーロンティー 6.00

bills ホットチョコレート 6.00

抹茶ラテ (hot or iced) 7.00

FRUIT, GRAINS

バーチャミューズリ - フレッシュローカルフル−ツ,  
アーモンド 12.00

bills自家製グラノーラ, ギリシャヨーグルト,  
フルーツコンポート 11.00

チョップドローカルフル-ツボウル  
w/ ハニーヨーグルト (gf) (v) 14.00

(gf) グルテンフリー (v) ベジタリアン
* 生や半生の肉類、鳥肉、魚介類、卵を食べると、食中毒のリスクが高まる事をご了承ください。

• 食物アレルギーをお持ちの方はウェイターにお申し付けください。

BAKERY

サワドゥー or ライ麦パンのトースト 
add ベジマイト or 自家製ジャム 6.00

ティースモークサーモンとクリームチーズのクロスティー二 
w/ ディル, 豆苗, 枝豆, ライ麦パンのトースト* 13.00

ブリオッシュロールサンドイッチ -  
チリフライドワイマナロファーム産新鮮卵,  

ベーコン, スパイスマンゴーチャツネ, ルッコラ*13.50

@billshawaii



lunch 11am - 5pm

 

BILLS CLASSICS

リコッタパンケーキ w/ バナナ, ハニーコームバター (v) 21.00

フルオージー - ワイマナロファーム産新鮮卵のスクランブルエッグ 
サワドゥトースト, クミンローストトマト, ベーコン, 

'miso' マッシュルーム, フェンネルソーセージ* 24.00

カフクスイートコーンフリッター w/ クミンローストトマト, 
ほうれん草, ベーコン, アヴォカドサルサ 22.00

フレッシュオージー ‒ ティースモークサーモン, 
ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ, グリーンズ, 

アヴォカド, チェリートマト* (gf) 21.00

ワイマナロファーム産新鮮卵のスクランブルエッグ 
w/ サワドゥトースト* (v) 16.00

アヴォカド, ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ, 
チリ,ライム, コリアンダー w/ ライ麦パンのトースト*(v)13.00

SIDES FOR CLASSICS

アヴォカド / アヴォカドサルサ / フレッシュトマト / 
クミンローストトマト / 'miso' マッシュルーム / 

ハロウミチーズ&レモン 5.00 
ティースモークサーモン* (gf) 8.00 

キムチ / ベーコン / フェンネルソーセージ (gf) 7.00

BIG PLATES

キムチ フライドライス w/ ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ, 
ソフトシェルクラブ, チョリソー* 21.00

平飼いパルメザンチキンシュニッツェル w/ クリームコーン,  
フェンネルスロー 28.00

イエローフィッシュカレー w/スパイスバターナッツカボチャ, 
ローストピーナッツ, ブラウンライス, キュウリのレリッシュ 23.00

SIDES 

マノア バターレタス、紫蘇、アヴォカドのサラダ  
w/ ライムドレッシング (gf) (v) 7.50

インゲン豆 w/ ガーリック, チリ (gf) 7.50

ハーブフレンチフライ (v) 6.00

SMALL PLATES 

アヴォカドと豆腐, ワサビのディップ w/ ラディッシュ 
チアシードクラッカー (gf) 12.00

エビとチンゲン菜の餃子 w/ 生姜,セサミ 12.00

クリスピー ソルト&ペッパー カラマリ, チリ 15.00

チリ, セサミ, ピーナッツのクリスピーチキン w/ レタス, 
味噌バターミルクドレッシング 17.00

 SWEETS

塩キャラメルポップーコーン サンデー 
w/ ローストピーナッツ 13.00

パイナップルとメープルのグラニータ,  
ラズベリーとコリアンダー 12.00

ハニー&タヒチセミフレッド 
ローストバナナ, セサミとココアエッセンス 13.00

ピスタチオパブロバ w/ 季節のフルーツ, 
ヨーグルトクリーム (gf) (v) 12.00

SANDWICHES, BURGERS, PASTA

シュリンプバーガー w/ ゆずマヨネーズ、 
ラディッシュ, コチュジャンソース* 19.50

チリ, セサミ, ピーナッツのクリスピーチキンバーガー  
w/ 味噌バターミルクドレッシング, 梨, ムーリスロー 19.50

ビッグアイランド産 グラスフェッドビーフバーガー (225g) 
w/ グリーンチリピクルス, ルッコラ, ハーブマヨネーズ* 19.50

オレキエッティ w/ トマト, チリ, ズッキーニ,  
バジル, リコッタ 22.00

リングイネ w/ ローカルカウアイエビ, ルッコラ,  
チリ, ガーリック 23.00

SALADS

bills チョップサラダ - ヴォルカニックレタス,  
キュウリ, ローカルエアルームトマト, ヒヨコ豆,  
ローストビーツ, カフクコーン, グリルドズッキーニ  

w/ セサミドレッシング (gf) (v) 16.50  
 

+add アヴォカド (gf) (v) 4.50 
+add ハロウミチーズ & レモン 4.50 

+add ベーコン 6.00 
+add 平飼いグリルドチキン (gf) 7.00 

+add 自家製ティースモークサーモン* (gf) 8.00

カラマリ w/ グレープルーツ, フェンネル,  
ザクロサラダ, ゆずマヨネーズ 18.00

アヒポキ ライスボウル w/ ブラウンライス、アヴォカド, 
チェリートマト, シーアスパラガス* (gf) 19.50

 グリーンパパイヤチキンサラダ w/ インゲン豆,  
ピーナッツ 18.00

KIDS

オレキエッティ w/ ブロッコリー 10.00

ジュニアビーフバーガー w/ フレンチフライ* 12.00

ジュニアカウアイシュリンプバーガー  
w/ フレンチフライ* 12.00

@billshawaii

(gf) グルテンフリー (v) ベジタリアン
* 生や半生の肉類、鳥肉、魚介類、卵を食べると、食中毒のリスクが高まる事をご了承ください。

• 食物アレルギーをお持ちの方はウェイターにお申し付けください。



 

dinner 5pm - close

 

@billshawaii

(gf) グルテンフリー (v) ベジタリアン
* 生や半生の肉類、鳥肉、魚介類、卵を食べると、食中毒のリスクが高まる事をご了承ください。

• 食物アレルギーをお持ちの方はウェイターにお申し付けください。

PASTA AND GRAINS

オレキエッティ w/ トマト, チリ, ズッキーニ,  
バジル, リコッタ 22.00

リングイネ w/ ローカルカウアイエビ, ルッコラ, チリ,  
ガーリック 23.00

キムチ フライドライス  
w/ ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ, 
ソフトシェルクラブ, チョリソー* 21.00

PLATES

シュリンプバーガー w/ ゆずマヨネーズ、 
ラディッシュ, コチュジャンソース* 19.50

ビッグアイランド産 グラスフェッドビーフバーガー (225g) 
w/ ピクルス, ルッコラ, ハーブマヨネーズ* 19.50

イエローフィッシュカレー w/スパイスバターナッツカボチャ 
ローストピーナッツ, ブラウンライス, キュウリのレリッシュ 23.00

チリスウィート味噌サーモン w/ ホット&サワーナス 28.00

ロースト鯛 w/ バクウィート, グリーンハリッサ,  
ムーリ, レッドオニオンサラダ 29.00

平飼いパルメザンチキンシュニッツェル w/ クリームコーン, 
フェンネルスロー 28.00

タマリンドポーク, ライスヌードル, ピクルス, ヌクチャム 26.00

グラスフェッドビーフ オーガニック 
ニューヨークステーキ (400g)  

w/ ロメスコソース, フィンガーポテト* 44.00

SIDES

マノア バターレタス、紫蘇、アヴォカドのサラダ  
w/ ライムドレッシング (v) (gf) 7.50

インゲン豆 w/ ガーリック, チリ (gf) 7.50

ハーブフレンチフライ (v) 6.00

フィンガーポテト  7.00

SMALL PLATES

アヴォカドと豆腐, ワサビのディップ 
w/ ラディッシュチアシードクラッカー (gf) 12.00

ローストロマーノペッパー, ヤギチーズ, 
マカデミアナッツ 13.00

クリスピー ソルト&ペッパー カラマリ, チリ 15.00

エビとチンゲン菜の餃子 w/ 生姜, セサミ 12.00

チリ, セサミ, ピーナッツのクリスピーチキン  
w/ レタス, 味噌バターミルクドレッシング 17.00

SWEETS

塩キャラメルポップーコーン サンデー 
w/ ローストピーナッツ 13.00

パイナップルとメープルのグラニータ,   
ラズベリーとコリアンダー 12.00

ハニー&タヒチセミフレッド 
ローストバナナ, セサミとココアエッセンス 13.00

ピスタチオパブロバ w/ 季節のフルーツ, 
ヨーグルトクリーム (gf) (v) 12.00

リコッタパンケーキ 
w/ バナナ, ハニーコームバター (v) 21.00

SALADS

bills チョップサラダ - ヴォルカニックレタス,  
キュウリ, ローカルエアルームトマト, ヒヨコ豆, ローストビーツ,  

カフクコーン, グリルドズッキーニ  
w/ セサミドレッシング (gf) (v) 16.50

+add アヴォカド (gf) (v) 4.50 
+add ハロウミチーズ & レモン 4.50 

+add ベーコン 6.00 
+add 平飼いグリルドチキン (gf) 7.00 

+add 自家製ティースモークサーモン* (gf) 8.00

アヒポキ ライスボウル w/ ブラウンライス、アヴォカド, 
チェリートマト, シーアスパラガス* (gf) 19.50

グリーンパパイヤチキンサラダ  
w/ インゲン豆, ピーナッツ 18.00

KIDS

オレキエッティ w/ ブロッコリー 10.00

ジュニアビーフバーガー w/ フレンチフライ* 12.00

ジュニアシュリンプバーガー w/ フレンチフライ* 12.00


