Coffee & Tea
コーヒー & ティー
ハウス コーヒー

コールドブリュー コーヒー
オーガニック ティー

オーガニック アイス ティー

プランテーション アイス ティー

抹茶ティー ラテ

スパイス チャイ ラテ

ホット チョコレート

オーガニック アガベ
シロップ レモネード
抹茶レモネード

スモール ミディアム

ラージ

$2.35
$3.00
		
$3.50
$3.75
$3.75
$4.45
$3.70

$2.70
$3.50
$3.50
$3.90
$4.00
$4.30
$5.05
$4.05

$2.95
$4.00
$4.15
$4.25
$4.90
$5.40
$4.50

$5.00
$5.50

$5.25
$5.85

$5.50
$6.20

Our mission

ブリューの目指すもの
ブリューでは、できる限り地元の食材を使って、美味しく
且つ体に優しい食べ物と、一番新鮮なコーヒーをお客

様へいつでもご提供できるよう心掛けています。また、

アットホームで和やかなハワイの雰囲気の中で最も

フレンドリーなサービスのご提供を目指しています。

当 店 人 気 の ベ ルギーワッフルでもロゼッタのラテ・

アートでも、
ブリューでのあなたの体験が最高のものと
なるように、スタッフ一同心を込めたおもてなしでお待

ち申し上げます。

シングル ブリュー プアオーバー

当店のコーヒーは全てローカルで焙煎した
コーヒー豆を使用しております。 ミディアム

100% コナ

季節のおすすめ コーヒー

$4.75
$4.50
$4.50
$4.50
$4.50

アイス ブレンド ドリンク

ミディアム

100% ワイアルア

100% マウイ「モッカ」
フレンチ ロースト

エスプレッソ シェイク
チャイ シェイク
ブレンド モカ

ブレンド ラズベリー モカ

Our loyal customers

皆様の長年に渡るご愛顧を、心より感謝申し上げます。

Mahalo

モーニング ブリュー
coffees . espresso bar . teas .
. shakes . specialty beverages ..
breakfast . lunch . sweets ...
.. merchandise ....

$6.05
$6.05
$5.35
$5.50

お得意様が選ぶ訳

モーニング・ブリューでお勉強したり、お茶したり・・・コーヒー
はもちろん、食べ物も最高！寛げる雰囲気は、勉強や仕事に
集中できる理想の環境。また夜はライブミュージックで楽し
める日もあります。陽気で明るいスタッフから最高のサービス
を受け、
ブリューで過ごすひと時はやみつきになります！

Morning Brew Kakaako
685 Auahi Street Suite 113, Honolulu, HI 96813
morningbrewhawaii.com • (808) 369-3444
COPYRIGHT © MORNING BREW HAWAII

毎朝７時～午後６時まで営業 • 無料WIFIサービス

Espresso Bar
エスプレッソ

$2.85

エスプレッソ マキアート

$3.25

エスプレッソ コルタード

$3.50

Breakfast

Breakfast & Lunch

＊食材代用のご要望は承れませんので、
ご了承ください

スィーツ（甘い物）
$8.95
$8.75
$8.95
$9.50

パンケーキ＆フレッシュ フルーツ
ヴィーガン バナナ ワッフル
ベルギー ワッフル＆フレッシュ フルーツ
メープル ベーコン ワッフル
真ん中にメープルベーコンをのせたベルギーワッフル

エスプレッソは２ショットで作られてります。
ミルクは、成分無調整牛乳、無脂肪牛乳、
アーモンドミルク、豆乳。

エスプレッソ バー
アメリカーノ

ダブル ４ショット

$3.10 $4.95

ワークアウト ワッフル

亜麻（フラックス）の種とクルミたっぷりのワッフル

ブリオッシュ フレンチ トースト＆フルーツ
手作りヨーグルトとグラノーラ＆フルーツ
スティールカットオートミールとクルミ＆フルーツ
チア プディングとフルーツ
アーモンドミルクで作った自家製プリン

スモール ミディアム ラージ

カフェ ラテ

$4.00 $4.50 $5.00

カプチーノ

$4.00 $4.50 $5.00

カフェ モカ

$4.50 $5.00 $5.65

ホワイト モカ

$4.50 $5.00 $5.65

ジャーマン モカ

$4.80 $5.40 $5.80

カフェ ウィーン

$4.60 $5.35 $5.75

タイ アイス エスプレッソ

$4.65 $5.35 $5.75

$8.95
$7.95
$7.00
$7.50
卵料理

地元の自然養鶏にて放し飼いで育った鶏の卵を使用

ザ・ブリュー ブレックファスト

$9.45

ハバティチーズ スクランブル

$8.75

グリーン エッグス＆ハム

$9.45

グリル ステーキ ブレックファスト ブリトー

$10.50

ナンの上に目玉焼き、
プロシュット、
グリルしたオニオン、
トマト、羊乳チーズをのせたもの
卵、ハバティチーズ（クリームチーズ）、ほうれん草とサワードウ・トースト

軽くグリルしたハムの上に二つ卵とほうれん草に自家製ペスト
（バジルペースト）を添えて
卵二つ、チェダー/ジャック、
グリルオニオン、
トマト、ほうれん草 、
グリルステーキとバーベキューソースを加えたブリトー

ブレックファスト ブリトー

$8.50

エッグス＆トースト

$5.75

トーフ＆ベジ スクランブル 玄米を添えて
ヴィーガン ライス ボウル

$9.45
$10.00

ブレックファスト ボウル

$10.50

アボカド＆エッグ トースト

$8.50

卵二つ、
ブラックビーンズ、
チェダー/ジャックにグリルオニオン、
トマト、
ほうれん草の入ったブリトー

ココナッツミルク
タイ アイス エスプレッソ

$4.75 $5.40 $5.80

ジャンプ スタート

$4.20 $4.55 $4.80

＊ダブルショット追加

$8.95

$1.85

Specialty Beverages

トーストと地元の自然養鶏の卵を二つ、お好みのスタイルで

玄米、
ブラックビーンズ、
グリルオニオン、チェリートマト、ほうれん草のサルサソース添え
玄米の上にグリルハム 、
チェダー/ジャック、
オニオン、ほうれん草、地元の自然養鶏の卵目玉焼き
サワードウ・ブレッドにアボカド、
目玉焼き、
スプラウト、

ベーグル

ベーグルは、
プレーン、
オニオン、
セサミ、
ミックス、
ホール、
シナモンレーズン、
ブルーベリーからお選びください。

スモーク サーモン ベーグル

$10.95

フレッシュ フムス ベーグル

$7.25

ザ・ワークス ベーグル

$7.25

ベーグルとフレーバー クリームチーズ

$5.50

ベーグルとプレーン クリームチーズ

$4.95

ディルクリームチーズにレッドオニオン 、
トマトとケイパーを添えてオープンフェイス
自家製フムス、地元で採れたトマト、胡瓜と一緒にご提供

クリームチーズ、
スプラウト、
トマトとケイパーを添えてオープンフェイス

ドライトマト 、フレッシュディルもしくは自家製ペストのクリームチーズからお選びください

ケイキ
（キッズ）
ケイキ パンケーキ
$7.25
ケイキ ヴィーガン パンケーキ
$7.50
ケイキ グリル チーズ
$5.50
ケイキ ケサディーヤ
$5.50
サンドイッチ＆ ラップサンド

全てのサンドイッチは、
グルテンフリー
もしくはヴィーガン向けのパンに変更が可能です。

ターキー＆ムンステールチーズ パニーニ
ハム＆チェダーチーズ パニーニ
ターキー、
ブリーチーズ、
アップル＆チャットニー
カレー風味チキン サラダ サンドイッチ

ブリュー ケサディーヤ

手作りヴィーガン バーガー
B.L.A.T. (ベーコン、
レタス、
アボカド＆トマト)
フレッシュ フムス＆アボカド

$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.85
$10.00
$10.00

ベイビーグリーンをのせてゴートチーズの付け合わせ

スペシャルティドリンク

コールドブリュー ニトロ コーヒー
スカイ コンブ茶

スモール ミディアム ラージ

$5.00 $6.25
$4.75 $5.75 $6.75

ブレックファスト サンドイッチ
ブレックファスト サンドイッチ
$7.45

卵とムンステールチーズをのせたチャバタ
（オリーブ入りパン）
、
自家製アイヨリソースがけ

（ベーコン、
ローストターキー、
ブラックフォレストハムの中からお選びください）

ベジ ブレックファスト サンドイッチ

$7.45

卵、
グリルしたオニオン、
トマト、ハバティチーズをのせたチャバタ、
自家製アイヨリソースがけ
＊生、
もしくは加熱が不十分な食肉、鶏肉、魚介類、卵を食べると、食品媒介疾患にかかる恐れがあります。

サラダ
$10.50
グリル ステーキ＆グリーン サラダ $12.00
フレッシュミックス グリーン、
ベジ＆アボカド $10.50
カレー風味チキン

