
アウラニプライベートダイニングメニュー
PRIVATE DINING MENU

ミッキーチェックミール* 
小さな低脂肪ミルクまたは小さなミネラルウォーター

スパゲッティとミートボール
スパゲッティ、チキンミートボール、フレッシュフルーツ
カ ップ、 生野菜スティック

ピーナッツバターとゼリーサンドイッチ
低脂肪ピーナッツバター、低糖グアバジャム、 
フルーツカップ、生野菜スティック

魚のグリル*
フルーツカップと生野菜スティック

食品を代用することなくメニューのままでディズニー
の栄養ガイドラインの基準を満たしています。
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ケキの朝食メニュー
午前6時 - 午前11時
ゲストは9歳以下

ケイキランチ＆ディナーメニュー
午前11時〜午後10:30時
ゲストは9歳以下

または

ミッキーチェックミール*
小さな低脂肪ミルクまたは小さなミネラルウォーター

スクランブルエッグホワイト*   
小麦トースト、ターキーベーコン、フルーツカップ

スクランブルエッグホワイトラップ*  
ターキーベーコン、フルーツカップ

食品を代用することなくメニューのままでディズニーの栄養ガイ
ドラインの基準を満たしています。

 コンプリートミール
小さな低脂肪ミルクまたは小さなミネラルウォーター

スクランブルエッグ*  
トースト、 ハッシュブラウン、 ライス 
ベーコン、ターキーベーコン、ハム、ソーセージまたはチキンソーセージ

ミニオムレツ*
プレーンまたはチーズ - トースト、 ハッシュブラウンまたはライス

ミニパンケーキまたはミッキーワッフル
プレーン、バナナ、フレッシュベリーまたはチョコレートチップ

シナモンフレンチトースト、メープルシロップ
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または

コンプリートミール 
小さな低脂肪ミルクまたは小さなミネラルウォーター
それぞれ1つを選択してください（1）スターター、 

（1）エントリー、（1）デザート

スターター
チキンヌードルスープ 
生野菜スティック

エントリー
ホットドッグ、ミニハンバーガーまたはグリルチーズサンドイッチ、ポテトフライ
グリルまたはクリスピーのチキンストリップ、ポテトフライ
マカロニとチーズ
チーズピザ

デザート
フレッシュフルーツカップ
ミッキーチョコレートケーキ
アイスクリームサンドイッチ
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エントリ
 フレッシュアイランドキャッチ
ココナッツベースマティ米、ベビーチンゲン菜、レッドカレーソース 

アトランティックサーモン
レッドキノアサラダ、 グリルズッキーニ、 ハートオブパーム、 クレソン、 レモンビネグレット

マカダミアナッツチキン 
紫芋、パイナップルレリッシュ、タロ芋チップス

12オンスプライムリブアイステーキ
ロークフォートチーズとマウイタマネギポテトグラタン、ブロッコリーニ、 
マッシュルーム、赤ワインの濃縮ソース

サーフ＆ターフ 
8オンスのセンターカットフィレミニョン、ガーリックエビ、ローストポテト、 
アスパラガス、チェリートマト、タラゴンデミグラスソース
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35

33

45

58

    5OZ GLASS / BOTTLE

シャンパン
domaine ste michelle brut | ワシントン州 13 50

moët & chandon imperial | エペルネー、フランス - 155

veuve clicquot ponsardin brut | イエローレーベル、ランス、フランス - 165

ホワイトワイン  
kim crawford sauvignon blanc  |
キム・クロフォード・ソーヴィニヨン・ブラン、マールボロ、ニュージーランド 15 60

ruffino lumina pinot grigio | トスカーナ、イタリア 13 50

‘olelo chardonnay | カリフォルニア、セントラルコースト 13 50

trefethen chardonnay | ナパバレー、カリフォルニア 15 60

ルイラトゥールプーリニモンラッシェ、フランス 33 132

ローズ
coppola sofia rosé | monterey county, カリフォルニア 13 52

赤ワイン
‘オレロ・メルロ、カリフォルニア州セントラルコースト 13 50

trefethen merlot | ナパバレー、カリフォルニア州 19 76

elouan pinot noir | オレゴン州 15 60

‘オレロ・カベルネ・ソーヴィニヨン、セントラルコースト、カリフォルニア州 13 50

ジャスティン・カベルネ・ソーヴィニヨン、パソローバルズ、カリフォルニア州 22 88

ビール 
12オンスのボトル   
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ワイン＆ビール
午前6時〜午後10:30時

エントリー 
午後5時〜午後10:30時

バッドワイザー  

バッドライト

コナロングボードラガー

ハイネケン

コロナエクストラ  

コロナライト

ブルームーン

ステラアルトワ

一日中のダイニング
午前11時〜午後10:30時

サンドイッチ (フレンチフライ添え)

ターキークラブサンドイッチ 
ターキーオーブン焼き、 アップルウッドスモークベーコン、 
アボカド、 トマト、 ハニーディジョンマスタード、 
フォッカッチャトースト

ショートリブサンドイッチ
テレラロールのグリル、ホースラディッシュチーズ、
玉ねぎ、味噌アイオリ、ベビールッコラ

アンガスチャックバーガー* 
アメリカン、 チェダー、 スイスまたはブルーチーズ、 
グリルしたタマネギ、 ブ リオッシュトースト

ベジバーガー
グリルされたタマネギ、 ワカモレ、 
トーストされたブリオッシュ

スパイシーバッファローカリフラワー
カリフラワーフライ、フンボルトソース、 
アボカド、ブリオッシュトースト

ピザ
マルゲリータ
トマトソース、 
モッツァレラ、バジル、オリーブオイル

ハムとパイナップル 
カナディアンベーコン、マウイゴールドパイナップル、バジル

ソーセージとペパロニ
トマトソース、モッツァレラ、プロボロン チーズ、 
ソーセージ、ペパロニ

 SIDES
	 ライス 
 マッシュドポテト
 フレンチフライ
 フライドライス
 季節の野菜
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スープ 
クラッカー添え

マウイオニオンスープオーブングラタン

チキンヌードル

サラダ 
追加 
マグロ たたき 9、グリルチキン6、エビ10

シーザー
ロマインレタス、アンチョビ、パルメザン、 
シーザー・ドレッシング

ベビーヘッドレタス 
ハートオブパーム、 ナシ、 トマト、 レモン・バジル・ビネグレット

カプレーゼ
モッツァレラ、 トマトマリネ、 バルサミコ、 
オリーブオイル、フォカッチャ トースト

コブ
ベビーバターレタス、 アボカド、スモークベーコン、 
ブルーチーズ、 ゆで卵、チェリートマト、  
ローストマウイオニオンドレッシング
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パスタ
スパゲッティボロネーゼ 
ミートソース、ポルチーニマッシュルーム、パルメザン

ブカティニ  
エビ、アスパラガス、アリィのマッシュルーム、バジルのクリーム
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デザート
温かいパイナップルコブラー、
アーモンドクリーム、 マカダミアナッツ
　シュトロイゼル、バニラビーンズジェラート

チョコレートクランチムースケーキ 
ココレカチョコレートムース、ハワイアンバニラ、 
マカデミアナッツフェルチンクランチ、シャンティリー 
ケーキ

ココナッツカフィアタピオカ（植物ベース）
フレッシュフルーツ、パッションフルーツソース

 アイスクリーム  
ミッキーアイスクームバー

ハーゲンダッツバー
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すべてのご注文には、5.00ドルの配送手数料、20％のチップ、一般消費税4.71％が加算されます。
コーシャー、ベジタリアン、グルテンフリーのオプションをご利用いただけます（要リクエスト）。 最低24時間前に通知してください。

ハワイ州の飲料法では、21歳未満の者はアルコール飲料の所有を禁止しています。
*このアイテムはゲストの好みに合わせて調理されています。生のものやあまり調理されていないものも含まれています。

生や弱肉の肉、魚介類、甲殻類または卵を食べると、食べ物による病気のリスクが高くなる可能性があります。

モーニング・ビバレッジ

HOT BEVERAGES

ハーブティー
エネルギー、 アールグレイ、 バニラルイボス、
ブレックファースト、 リラックス、 
ペパーミント、 グリーン、カモミール

ホットチョコレート

COLD BEVERAGES

ジュース
POG、 オレンジ、 グレープフルーツ、 
パイナップル、 リンゴ、 トマト、 クランベリー

ミルク
全乳、ス キム、2 ％、ソ イ

ソフトドリンク
コカコーラ、 ダイエットコーラ、 スプライト、  
ルートビール、 ジンジャーエール

ウォーターまたは炭酸水(1本)
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フレッシュスタート
トロピカルハワイアンフルーツプレート

グラノーラヨーグルトパフェ
アサイベリーヨーグルト、 ビッグアイランドハニー 
果実

ココナッツチアシード プリン
果実、ミ ント

スチールカットオートミール
果実、ブ ラウンシュガー、ミ ルク
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朝食
午前6時〜午前11時
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卵の朝食
エッグ ベネディクト* 
ポーチドエッグ、 カナダベーコン、 ホランデアソース、 
トーストマフィン

2つの卵*
ローストポテト、 タマネギ
ベーコン、 ターキーベーコン、 ハム、 ソーセージまたは 
チキンソーセージ

自家製オムレツ*
ローストポテト 、タマネギ

3つの卵 - 下から2つの選択
チェダー、 スイス、 モッツァレラ、  
アメリカンチーズ
トマト、 タマネギ、 マッシュルーム、 ズッキー
ニ、 ほうれん草、 サルサ、 ピーマン。
ベーコン、ターキーベーコン、ハム、 
ソーセージ 、チキンソーセージ
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お気に入り
ハワイアンロコモコ*
目玉焼き、 ライス、 ハンバーガー、 
ソテー・マッシュルーム・オニオン・グレービー

スモークサーモンとベーグル
クリームチーズ、トマト、 ケッパー、 
レッドオニオン

ベルギーワッフル
マカデミアナッツバター、 メープルシロップ

バターミルクパンケーキ
プレーン、ブルーベリー、 チョコレートチップ、 
バナナ 、 ストロベリー

6オンスのニューヨークストリップと卵*
ローストポテト、 タマネギ

焼き魚朝食*
焼鮭、 スクランブルエッグ、 ライス、 ハウスサラダ、 
冷豆腐、 味噌汁、 漬物
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SIDES
肉各  
ベーコン
ターキーベーコン 
ハム
ソーセージ
チキンソーセージ

ポルトガルソーセージ

サイド
ハッシュブラウン
ローストポテトと玉ねぎ
玉ねぎ
ライス
フライドライス

ミッキーワッフル
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コナブレンドコーヒー
レギュラーまたはディカフェ

シナモンロール
クロワッサン
グアバファン

チョコレートチョコレートチップマフィン
チョコレートクロワッサン

バナナマフィン
アップルパイ

ブルーベリーマフィン

自家製のミニペストリー
5つの選択
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