
JAPANESE

MENU

Consuming raw undercooked meats,shellfish,poultry or eggs could lead to foodborne illness. Ingredients may 
change due to seasonal availability. All images used are for illustrative purposes only.



特製ショートリブシチューのロコモコ

（Short Rib Loco Moco）・・・・・・・・＄22.00 

じっくり煮込んだやわらかシチューとフライドライスのロコモコ。

LOCO MOCO

Café Lani のロコモコは種類が豊富！

活ロブスターのクリームロコモコ

（Lobster  Loco Moco）・・・・・・・・＄28.00 

活ロブスターと白ワインクリームソースのロコモコ。

シーフードロコモコ

（Seafood Loco Moco）・・・・・・・・＄24.00 

グリルサーモン 海老 白ワインクリームソース フライドライス
目玉焼き ケール 青葱 トマトサルサ

リブアイステーキのロコモコ

（Rib Eye Steak Loco Moco）・・・・・・・・＄25.00 

リブアイステーキ５oz とグレービーソース フライドライスのロコモコ。

グリルチキンのロコモコ
（Grilled Chicken Loco Moco）・・・・・・・・＄19.00 

グリルチキン グレービーソース フライドライス目玉焼き ケール 青葱 トマトサルサ

ENTREE

29日熟成 リブアイステーキ

（Rib eye steak 10oz ）・・・・・・・・＄35.00 

10oz(280g)リブアイステーキ お好みの焼き加減を
お申し付けください。
グレービーソース マッシュポテト グリル野菜

グリルチキン ポルチーニクリームソース

（Chicken Porcini）・・・・・・・・＄21.00 

イタリア ポルチーニを使用したクリームソースです。
大人気メニューです。

シーフードコンビネーション

（Seafood Combination）・・・・・・・・＄25.00

６ozグリルサーモンの白ワインクリームソースと
ガーリックシュリンプのセットです。

サーフ&ターフ
（Surf and Turf）・・・・・・・・＄28.00
お魚はグリルサーモンか、ガーリックシュリンプをお選びください。
お肉は、特製ショートリブシチューです。

Café Lani Special Combo・・・・・・・・＄36.00 

活ロブスターのグリル 5ozリブアイステーキ のコンビネーション
ソースはグレイビーソースと、白ワインクリームソース。

フィッシュ&チップス

（Fish and Chips）・・・・・・・・＄23.00 

ビールを混ぜた特製バッターで調理しました。
サクサクのフィッシュフライをお楽しみください。
通常はサーモンですが、日によって変更もあります。

チキン マック&チーズ
（Chicken Mac & Cheese）・・・・・・・・＄18.00 

子供から大人まで大好きな、アメリカの定番マック&チーズに
グリルチキンをのせてローストしています。パン粉のサクサクと一緒にお楽しみください。

Mac & Cheese

ショートリブ マック&チーズ
（Short Rib Mac & Cheese）・・・・・・・・＄22.00

カフェラニ特製ショートリブシチューののった
マック&チーズです。おすすめ！

海老 マック&チーズ
（Shrimp Mac & Cheese）・・・・・・・・＄20.00 

海老 マカロニ ホワイトソース ベーコン トリュフオイル パン粉

サーフ&ターフロコモコ
（Surf & Turf Loco Moco）・・・・・・・・＄36.00

特製ショートリブシチューとロブスターの贅沢ロコモコ。
自分へのご褒美に、贅沢なロコモコはいかがですか？2種類のソースを使用（グレイビー&白ワインソース）



ピザソース、パイナップル、カルーアポーク、オニオン、葱、マッシュルーム、

クラシックチーズ（Classic Cheese）・・・・・・・・＄13.00 

カフェラニ特製ピザ（Supreme）・・・・・・・・＄15.00

ハワイアン（Hawaiian）・・・・・・・・＄13.00 

ピザソース、ミックスチーズ

サーフ&ターフ（Surf and Turf）・・・・・・・・＄19.00 

PIZZA

ダンジネスクラブ パスタ

（Dungeness Crab Tomato Pasta）・・・・＄28.00 

ガーリックオイル、ベーコン、クラブミート、海老、オニオン、スピナッチ、ルッコラ、ブラックオリーブ

ピザソース、ミートボール、ポルチーギソーセージ、ぺパロニ、オニオン、ブラック
オリーブ、マッシュルーム

ガーリックオイル、ベーコン、スピナッチ、トマト、マッシュルーム

ベジタブル（Hawaiian Veggie）・・・・・・・・＄13.00 

ピザソース、パイナップル、オリーブ、スピナッチ、オニオン、マッシュルーム、葱

ベーコン&スピナッチ&トマト（Bacon Spinach Tomato）・・・・・・・・＄14.00 

グリルチキン（Gourmet Chicken）・・・・・・・・＄15.00 

グリルチキン、マッシュルーム、オニオン、スピナッチ、トリュフオイル

PASTA
ミートボールパスタ
（Meatball Pasta）・・・・・・・・＄18.00 

アメリカの定番 ミートボールパスタ
トマトベースです。

マカダミアジェノベーゼパスタ
（Macadamia Genovese Pasta）・・・・・＄18.00 

お野菜をメインとした、ジェノベーゼパスタ。
トリュフオイルの香りと一緒にお楽しみください。

活ロブスターのトマトクリームパスタ

（Lobster Tomato Cream Pasta）・・・・・＄28.00 

活ロブスターを使用した、贅沢トマトクリームパスタ。

チキンケイジャンクリームパスタ
（Cajun Chicken pasta）・・・・・・・＄21.00 

ケイジャンスパイスとニンニクがきいた、
オリエンタルな味付けです。

日本ではあまりみられないダンジネスクラブ。日本でよく
見るのは、渡り蟹のパスタですがHawaiiと日本のサイズの
違いにもびっくり！！

シーフードジェノベーゼパスタ

（Seafood Pesto Pasta）・・・・・・・＄22.00 

海老とパーナ貝のジェノベーゼパスタ。

ハワイ限定カルーアポークのトマトパスタ

（Kalua Pork Tomato Pasta）・・・・・＄19.00 

カルーアポークとパイナップルの南国トマトソース
パスタです。

イタリア産ポルチーニ茸のクリームパスタ

（Porcini Cream Pasta）・・・・・・・＄20.00 

カフェラニオープンから、不動のNO１パスタです。

海老とキノコの明太子クリームパスタ
（Mentaiko Pasta）・・・・・・・・＄21.00 

今や日本の定番明太子パスタです。
カフェラニは、クリームベースに海老をいれました。
ロコにも大人気！



Hawaiian Ahi Poke ・・・・・・・・＄12.00 

グリルチキンサラダ（Grilled Chicken Salad）・・・・・・＄18.00 

グリルサーモンサラダ（Grilled Salmon Salad）・・・・・・・＄24.00 

クラムチャウダー（Clam Chowder）・・・・・・・・・＄5.00/＄10.00 

ポルチーギソーセージスープ（Portuguese Sausage Soup）・・・＄5.00/＄10.00 

Salads &  Soups

ロブスターサラダ（Lobster Salad）・・・・・・・・＄28.00 

ホットガーッリックシュリンプサラダ（Hot Garlic Shrimp Salad）・＄19.00 

グリーンサラダ（Lani House Salad）・・・・・・・・＄15.00 

ロブスター、海老、グリーンズ、ラディッシュ、レッドオニオン、トマトサルサ

ガーリックシュリンプ、グリーンズ、レッドオニオン、ラディッシュ、トマトサルサ

グリーンズ、ラディッシュ、レッドオニオン、トマト、アボカド、パイナップル、
グリル芽キャベツ

ハワイアンポキサラダ（Hawaiian Ahi Poke Salad）・・・・・・＄19.00 

Hawaiian  Plate & Bowl

KEIKI

カフェラニ パイナップルフライドライス
（Café Lani Pineapple Fried Rice）・・・・・・・・＄19.00 

カルーアポークフライドライス、海老、パイナップル、青葱、タイカレーソース

ガーリックシュリンプ

（Lani Garlic Shrimp）・・・・・＄19.00 

ガーリックシュリンプ、スピナッチ、パイナップル、白ごはん

ココナッツカレーシュリンプ
（Coconut Curry Shrimp）・・・・・＄19.00 

ハワイ産アヒポキボールセット

（Ahi Poke Bowl set）・・・・・＄23.00 

アヒポキ、白ごはん、レッドオニオン、コーン、アルファルファ、葱、
ラディッシュ、トビコ、アボカド、スープ

ハワイ産アヒ スパイシーポキボールセット
（Spicy Ahi Poke Bowl set）・・・・・＄23.00 

サーモンアボカドボールセット
（Salmon Avocado Bowl set）・・・・・＄26.00 

カルーアポークボールセット
（Kalua Pork Bowl set）・・・・・＄23.00 

ガーリックチキンボールセット（Garlic Chicken Bowl set）・・・・＄19.00 

ガーリックチキン、白ごはん、グリーンズ、スープ

キッズシャトル（Keiki Shuttle）・・・・・＄13.00 

ココナッツシュリンプ、フレンチフライ、白ごはん、パイナップル

キッズフライドライスプレート（Keiki Fried Rice）・・・・・＄15.00 

キッズマック&チーズ（Keiki Mac & Cheese）・・・・・＄8.00 

マカロニ、ホワイトソース、ベーコン、パン粉

グリルチキン、グリーンズ、ラディッシュ、レッドオニオン、クルトン、
パルメザンチーズ、トマトサルサ

グリルサーモン、グリーンズ、ラディッシュ、レッドオニオン、トマトサルサ

アヒポキ、トビコ、グリーンズ、レッドオニオン、ラディッシュ

ココナッツカレーシュリンプ、スピナッチ、パイナップル、白ごはん

アヒポキ、白ごはん、レッドオニオン、コーン、アルファルファ、葱、
ラディッシュ、トビコ、アボカド、スパイシーマヨネーズ、スープ

サーモン、白ごはん、レッドオニオン、コーン、アルファルファ、アボカド、スープ

カルーアポーク、白ごはん、グリーンズ、目玉焼き、トマトサルサ、スープ

ココナッツシュリンプ、フレンチフライ、フライドライス、
目玉焼き、パイナップル



PANCAKE

マカダミアココナッツもち粉パンケーキ

（Macadamia Coconut Mochi Pancake）・・・$15.00

EGG & OMLETTE

クラブミートオムレツ

（Crab Meat Omlette）・・・$16.00

カニ身、スピナッチ、オニオン、マッシュルーム

ベーコン スピナッチ&チーズオムレツ
（Bacon, Spinach & Cheese Omlette）・・・$13.00
朝食の定番 ベーコン スピナッチ チーズオムレツ
フライドライスと合わせてお召し上がりください。

ポルチーギソーセージオムレツ

（Portuguese Sausage Omlette）・・・$13.00
ロコの定番、ポルチーギソーセージ

カルーアポークオムレツ

（Kalua Pork Omlette）・・・$13.00
ハワイ限定カルーアポーク

クラシック エッグベネディクト

（Classic Egg Benedic）・・・$14.00
ポーチドエッグ、ベーコン、トマト、スピナッチ、マッシュルーム、
オランデーズソース

カルーアポーク エッグベネディクト

（Kalua Pork Benedict）・・・$14.00

明太子オムレツ

（Mentaiko Omlette）・・・$15.00

明太子とチーズ 少しスパイシー

海老チーズオムレツ

（Shrimp Omlette）・・・$14.00
女子に人気 海老とチーズ

カフェラニ特製パイナップルもち粉パンケーキ

（Lani Pineapple Mochi Pancake）・・・$15.00

抹茶もち粉パンケーキ

（Matcha Mochi Pancake）・・$15.00

3種類のベーリーもち粉パンケーキ

（Very Berry Mochi Pancake）・・・$15.00

ベーコン&ポルチーギソーセージのもち粉パンケーキ

（Hawaiian Bacon Portuguese Mochi Pancake）・・・$15.00

パイナップルの果肉と、もち粉入りのもちもちパンケーキ、
ハワイティストの3種類ソースと合わせてお召し上がりください。

ロコにも人気、朝食パンケーキ

ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリーの3種類

抹茶もちもちパンケーキに、小豆マスカルポーネ
パイナップルとバナナを使用。

もちもちパンケーキにココナッツクリームと
マカダミアナッツをトッピング。

ラニブレックファースト

（Lani Breakfast）・・・$11.00
目玉焼き、ベーコン、イタリアンソーセージ
アボカド、パン

クロックマダム

（Croque Madam）・・・$13.00

クロックムッシュ

（Croque Monsieur）・・・$12.00

チーズ、ハム、エッグ

ポーチドエッグ、カルーアポーク、ベーコン、トマト、スピナッチ、
マッシュルーム、オランデーズソース

チーズ、ハム



FRENCH TOAST & FRUITS

フレンチトースト

（Lani French Toast）・・・$12.00

フルーツヨーグルトグラノーラ

（Fruits Yogurt Granola）・・・$15.00

ヨーグルト、グラノーラ、パパイヤ、
バナナ、キウィ、パイナップル
季節のフルーツ、蜂蜜

ベリーフレンチトースト

（Berry French Toast）・・・$14.00

3種類のベリー、フレンチトースト、
ホイップクリーム、ベリーソース

アサイーボール

（Acai Bowl）・・・$13.00
アサイー、ストロベリー、バナナ、パイナップル
ブルーベリー、季節のフルーツ

DRINK

フローズン パイナップルジュース
Fresh Frozen Pineapple Juice

・・・・・・・・＄10.00 

ラズベリーシロップ、スプライト、ベリー

ストロベリーバージンピニャコラーダ

Strawberry Virgin Pina Colada・・・・・・＄6.00

トリプルベリーソーダ

Triple Berry Soda・・・・・・・・＄6.00 

ストロベリーオレンジジュース

Strawberry Orange Juice・・・・・・＄6.00 

パイナップルノヒート

Pineapple Nojito・・・・・・・・＄6.00 

グレナデンシロップ、オレンジジュース、ストロベリー、オレンジ

ミント、パイナップル、スプライト

ココナッツシロップ、ストロベリー、パイナップル

グレープフルーツジュース

Grapefruits Juice・・・・・・＄4.00

オレンジジュース

Orange Juice・・・・・・・・＄4.00 

Coffee・・・・・・・・・・＄5.00 

グァバネクター

Guava Nector・・・・・・・・＄4.00 

フルーツパイナップル アイスティー

Fruits Pineapple Iced Tea・・・・・＄10.00

パイナップル アイスティー

Pineapple Iced Tea・・・・・・・・＄4.50 

FOR 2-3


