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

breakfast 7am - 11am

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

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

SMOOTHIES, FRaPPÉs
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
HOMEMADE SODAS
自家製レモネード 7.00
ハイビスカスライムソーダ 7.00
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

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
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
バックウィート（そばの実）サラダ、キヌア、
ワイマナロファーム産新鮮卵のポーチドエッグ w/ ギリシャヨーグルト,
ハリッサ, アヴァカド, クローバースプラウト (gf) (v) 16.00

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

juices

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

スクランブルエッグロール,
自家製グラブラックスサーモン, サワークリーム 13.50
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

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

coffee, tea, chocolate
big island ka'u coffee
fruit, grains

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

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

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

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

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

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

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

(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。

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

lunch 11am - 5pm

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

SMALL PLATES

野菜と味噌ディップ

11.00

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 (gf) 12.00
クリスピー ソルト&ペッパー カラマリ, チリ 15.00

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 16.00

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
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

pasta and grainS
オレキエッティ w/パンチェッタ, クリーム,
エンドウ豆, マッシュルーム, パルメザン 23.00
リングイネ w/ エビ, ルッコラ, チリ, ガーリック 23.00
パッパルデッレ w/ 仔牛とポークのラグー, タラゴン,
レモン, パルメジャーノ 23.00

SANDWICHES AND BURGERS
シュリンプバーガー w/ ハラペーニョマヨネーズ、
ラディッシュ, コチュジャンソース* 19.50
平飼いフライドチキンサンドイッチ w/ レッドアイマヨネーズ,
コールスロー, キュウリピクルス* 19.00
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

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

PLATES
ヴィーガン イエローカレー w/ カリフラワーフリット, 豆腐 (v) 20.00

オパカパカ w/ ホウレン草, シトラスサルサ* 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

BBQチリポーク
w/ ピーナッツ, スプリングオニオン 22.00
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
ローカルグリーンサラダ - ルッコラ, クレソン, バターレタス
w/セサミドレッシング (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
クリスピーチリポテト (v) 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

モッツァレッラ, レンズ豆のサラダ w/トマト, ローストレモン (gf) 15.00
サーモンサラダ w/ ココナッツキャラメルドレッシング* (gf) 19.00
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

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
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
スイカジェリー (gf) 10.00

KIDS
オレキエッティ w/ブロッコリー 10.00

バナナフリッター w/ シトラスキャラメル,
ハニーアイスクリーム (v) 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

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
(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。

PLATES

dinner 5pm - close

グラスフェッド オーガニック 骨つきリブアステーキ(450g)
w/ ロメスコソース, フィンガーポテト* 65.00

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

SMALL PLATES
マウイ島産オニオン リング 13.00
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 (gf) 14.00
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 (gf) 12.00

ツナタルタル w/しそ, チリ味噌* 14.00
クリスピー ソルト&ペッパー カラマリ, チリ 15.00

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 16.00

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

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(280g) w/ ポン酢ソース,
クレソン, フレンチフライ* 36.00

ローストラムランプ, w /白インゲン豆, タヒチヨーグルト,
レモン, パセリ* 36.00
BBQチリポーク
w/ ピーナッツ, スプリングオニオン 22.00

シュリンプバーガー w/ ハラペーニョマヨネーズ、
ラディッシュ, コチュジャンソース* 19.50

オパカパカ w/ ホウレン草, シトラスサルサ* 29.00
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
サーモンサラダ w/ ココナッツキャラメルドレッシング* (gf)(v)19.00

ヴィーガンイエローカレー w/ カリフラワーフリット, 豆腐 (v) 20.00
日替わり スペシャル* MP

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

ローカルグリーンサラダ - ルッコラ, クレソン, バターレタス
w/セサミドレッシング (v)(gf) 7.50
インゲン豆 w/ ガーリック, チリ(gf) 7.50

pasta and grains

ハーブフレンチフライ (v) 6.00

オレキエッティ w/パンチェッタ, クリーム,
エンドウ豆, マッシュルーム, パルメザン 23.00

クリスピーチリポテト (v) 6.00

リングイネ w/ エビ, ルッコラ, チリ, ガーリック 23.00
パッパルデッレ w/ 仔牛とポークのラグー, タラゴン,
レモン, パルメジャーノ 23.00

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

アーモンドミルク(乳製品を含まない)
w/ ナツメヤシ, カカオポッド (gf) 10.00
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

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

スイカジェリー (gf) 10.00
バナナフリッター w/ シトラスキャラメル,
ハニーアイスクリーム (v) 11.00
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

(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。

COCKTAILS

cold

フレッシュオレンジジュース 6.50

自家製レモネード 7.00

自家製ジンジャエール 7.00

ハイビスカスライムソーダ 7.00

ホワイトビーチ ベリー二
プロセッコ, ホワイトピーチピューレ 13.00

bills スパイス ブラッディメアリー
ウォッカ, クラマト,
ワサビ, フレッシュライム, コリアンダー 13.00

ジンジャー モヒート
フロール デ カナ ラム, シソ, ジンジャー,
フレッシュライム 13.00

カンテロープ クーラー
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−ター, レモン, ミント 13.00

レモン ライム ビターズソーダ 7.00
ウォーターメロン スプリッツ

waiola ココナッツウォ−ター 5.50

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

ウォッカ, スイカアイス, ミント,
プロセッコスパークリングワイン 13.00

メルボルン マイタイ
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 13.00

フローズンマンゴ マルガリータ
エスポロンテキーラ, コアントロー, フレッシュライム, マンゴ
14.00

ハイビスカス マルガリータ

COFFEE, TEA, Chocolate

ハイビスカスインフュージョンテキーラ,
コアントロー, フレッシュライム 13.00

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

BEER

コナブリューイング ‘ロングボード
アイランド ラガー' ハワイ, USA (ドラフト) 7.00
コナブリューイング ‘ビッグ ウェーブ ゴールデンエール’
ハワイ, USA (ドラフト) 7.00
コナブリューイング ‘ハナレイ アイランド IPA’
ハワイ, USA (ドラフト) 7.00
ニューベルジャン‘ファットタイヤ’
フォートコリンズ, コロラド, USA 8.00

クーパーズブリュワリー‘ オリジナルペールエール’
サウスオーストラリア , Australia 8.00
805 ブロンドエール
パソロブレス, カリフォルニア, USA 8.00

* 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。

WINE

SPARKLING

GLASS	BOTTLE

ブリュット nv

グリュエ ニューメキシコ, usa

ブリュット nv

パイパー エドシック シャンパーニュ, fr 375ml 		

12.00

ブリュット nv

ジェイ ヴィンヤーズ ブリュット キュベ 20ソノマ カリフォルニア, usa

ブリュット ロゼ nv

デュヴァル ルロワ シャンパーニュ, fr		

42.00
64.50
60.00
150.00

WHITE
リースリング

ミルブラント ワシントン, usa

ルーサンヌ

ストルプマン バラードキャニオン カリフォルニア, usa 		

10.00

38.00
48.00

ゲヴュルツトラミネール

ストアーズモントレイ カリフォルニア, usa		50.00

ソーヴィニヨンブラン

ロンバウアー, ナパバレー カリフォルニア, usa

12.00

42.00

ソーヴィニヨンブラン

ホワイトヘブン メルボルン, new zealand

11.00

40.00

ソーヴィニヨンブラン

ラブブロック メルボルン, new zealand

56.00

ソーヴィニヨンブラン

ラデラ ナパバレー カリフォルニア, usa 		

70.00

セミヨン

トルベック “ウッドカッターズ”バロッサバレー, Australia

42.00

ピノグリージョ

テルラルト ルシアンリバーバレー カリフォルニア, usa

ピノグリ

マックマレーヴィンヤード ルシアンリバーバレー カリフォルニア, usa

ヴィオニエ

ザカメサ サンタイネズ カリフォルニア, usa		44.00

シャルドネ

ロバートモンダヴィ, カリフォルニア, usa

シャルドネ

ルサーフォード ヒル ナパバレー カリフォルニア, usa		58.00

シャルドネ

ストーラー ダンディーヒルズ オレゴン, usa		55.00

シャルドネ

ブラウンファミリーヴィンヤード コロンビア ワシントン, usa

シャルドネ

ウィリアムヒル, ナパバレー カリフォルニア, usa

ROSE
ロゼ
ロゼ

JCB, france
9.00
36.00
ブラックバード“アリビステ”ナパバレー カリフォルニア, usa		50.00

12.00

60.00
10.00
9.00

38.00
36.00

70.00
15.00

60.00

RED
ピノノワール

プリマリウス オレゴン, usa

ピノノワール

シレーニ リザーブ, new zealand		

11.00

62.00

シラーズ/ヴィオニエ

テーラト シャプティエ ヴィクトリア, Australia 		

60.00

バルベーラ/サンジョベーゼ

オポロ モンターニャマレ パソロブレス カリフォルニア, usa 		

60.00

メルロ

カヌーリッジ コロンビアバレー ワシントン, usa

40.00

メルロ

ペジュ ナパバレー カリフォルニア, usa 		

70.00

カベルネソーヴィニオン

チャールズクリュッグ ナパバレー カリフォルニア, usa

12.00

42.00

カベルネソーヴィニオン

モンダヴィ ナパバレー カリフォルニア, usa

9.00

36.00

カベルネソーヴィニオン

コロンビアワイナリー コロンビアバレー ワシントン, usa

9.00

36.00

カベルネソーヴィニオン

トゥハンズ マクラーレンベール, Australia

11.00

		

40.00

95.00

グルナッシュ/シラー/マルサンヌ

テイト“ワイルド ライド”バロッサバレー, Australia

シラーズ/カベルネ/マルベック

ブリースデール“ザ ボードサイド” ラングホーンクリーク, Australia

52.00

メルロ/カベルネフラン/カベルネ

ブラックバード アリーゼ ナパバレー カリフォルニア, usa

		

125.00

ジンファンデル

ケネスヴォーク ライムキルンバレー カリフォルニア, usa

		

80.00

シラー

パラ マリア デ ロス テコロテス バラードキャニオン カリフォルニア, usa

シラーズ

ヌガン サードジェネレーション, Australia

10.00

リースリング アイスワイン

ペラーエステート ナイアガラペニンシュラ, canada

15.00

ボトリティスセミヨン

ダーリントンポイント, Australia 		

11.00

		

40.00

68.00
38.00

SWEET
70.00

