
'PAU HANA'
HAPPY HOUR 

     3 ~ 6pm 

            SPECIALTY COCKTAILS    7.00　　　　                                     
スペシャリティーカクテル

cantaloupe cooler                                                                                            
カンテロープ  クーラー 

new amsterdam vodka, fresh cantaloupe juice,  
coconut water, lemon and mint                                                     

ウォッカ, フレッシュカンテロープジュース, ココナッツウォ-タ-, レモン, ミント 

　　　　　　　　　      hibiscus margarita 　　　　　　　　　　
　ハイビスカス マルガリータ  

hibiscus infused tequila, cointreau and fresh lime                                                               
　ハイビスカスインフージョンテキーラ, コアントロー, フレッシュライム 

　　　      　　　　　    melbourne mai tai 　　　　　　　　　　
　メルボルン マイタイ                  

flor de cana rum, whaler's dark rum, dry orange curacao,  
fresh lime and orgeat syrup                                                      

フロール デ カーナ ラム,  ダークラム, ドライオレンジキュラソー, 

フレッシュライム, アーモンドシロップ

　　　　  ALL PAU MAUI VODKA COCKTAILS   7.00 　　　
　　　　　         　パウ マウイ ウォッカを使用したカクテル　　　　　　　　　　   

　（トニック・パイナップル・クランベリー割り） 

    PREMIUM WELL SPIRITS   6.00                                                                     
プレミアム ウェル スピリッツ

                            GLASS WINE 6.00 　　　　　　　　　　 
グラスワイン

Covey Run, Riesling, WA             
 コーヴェイ ラン  リースリング  ワシントン 

Whitehaven, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand       
ホワイトヘーブン　ソーヴィニヨンブラン　マールボロ

Robert Mondavi, Chardonnay, CA                               
ロバートモンダヴィ シャルドネ  カリフォルニア                                                     

Primarius, Pinot Noir, OR                    
プリマリウス  ピノノワール   オレゴン  

　Columbia Winery, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley, WA                                     
コロンビアワイナリー  カベルネソーヴィ二オン  コロンビアバレー  ワシントン 

BEER                                                                 
ビール

Kona Brewing, Co.(draught) 4.00                                           
コナブリューイング ハワイ　生ビール



'PAU HANA'
HAPPY HOUR 

   3 ~ 6pm

       SMALL PLATES　　                                                                                       
アペタイザー 

 

 

maui onion rings  7.00 
マウイ島産オニオン リング 

ancho braised lentils and mozzarella tacos, avocado, 
coriander and fried onions (gf)  7.00 

レンズ豆 , モッツァレッラ タコス w/ アヴォカド, コリアンダー, 

フライドオニオン 

                          fried calamari  7.00　　　　　　　　　
　カラマリフライ 

avocado and tuna poke, brown rice,  
cherry tomatoes and sea asparagus(gf)* 10.00                                                     

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

 

crisp free-range fried chicken, lettuce,         
        spring onion and chili sesame  8.00　　                                  

billsクリスピー平飼いフライドチキン w/レタス,  

スプリングオニオン, チリセサミソース 

smashed cucumbers, miso peanut sesame, 7.00　                                               

スマッシュド キュウリ, 味噌ゴマピーナッツ 

big island grass fed junior burger and fries* 7.00　                                              

4ozビッグアイランド グラフフェッド ビーフバーガー 

w/フレンチフライ 

whipped avocado, tofu and wasabi radishes, 
chia seed and almond cracker  6.00 

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 

junior shrimp burger and fries* 7.00　                                               

ジュニアシュリンプバーガー w/ フレンチフライ     

*consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish,  
or eggs may increase your risk of food borne illness. 

*Please inform your server is you are allergic to any food items


