
Ocean Bar & Grill 
menu served all day 

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs 
may increase your risk of foodborne illness. 12.19.14 

Small Plates  
Ocean Side Caesar Salad grape tomatoes, pickled onions, parmesan reggiano, croutons,  

caesar dressing  14 

オーシャンサイド シーザーサラダ グレープトマト、玉葱ピクルス、パルメザンチーズ、自家製クルトン、シーザードレッシング 
 

Hirabara Farm’s Baby Greens greek salsa, oregano dressing 14  
ヒラバラ農家のベビーグリーンズ ギリシャ風サルサ、オレガノドレッシング 
 

Mediterranean Style Quinoa Salad chopped romaine, greek salsa, feta cheese, extra virgin olive 

oil, lemon juice 14   
地中海スタイルキノアサラダ チョップドロメインレタス、ギリシャ風サルサ、フェタチーズ、エキストラバージンオリーブオイル、

レモンジュース 
 

Spiced Peel & Eat Shrimp Cocktail cocktail sauce, lemon wedge, half pound 13, one pound 23  
スパイス殻付き海老 カクテルソース、 レモンウェッジ  ハーフパウンド(230g) 13   1パウンド((460g) 23 
 

Papaya Boat local papaya filled with seasonal fruit, lime wedge, lavender honey yogurt 13 

パパイヤ ボート 地元産パパイヤ 季節のフルーツのせ、ライムウェッジとラベンダーハニーヨーグルト添え  
 

Local Catch Taco cabbage slaw, pickled onions, chipotle crèma, cilantro, salsa roja 17 

地元鮮魚のタコス キャベツのコールスロー、玉葱ピクルス、チリクリームソース、コリアンダー、レッドサルサ 
 

Chips n’ Salsa tortilla chips, salsa roja 8 

チップス＆サルサ  トルティーヤチップス、レッドサルサ 
 

Poached Lobster Tail & Peel n’ Eat Shrimp Salad hirabara’s baby greens, tomatoes, 

strawberries, chopped bacon, parmesan reggiano cheese, maui onion dressing 35  
ポーチドロブスターテール＆殻付き海老サラダ 

ヒラバラ農家のベビーグリーンズ、トマト、イチゴ、チョップドベーコン、パルメザンチーズ、マウイオニオンドレッシング 
 

Large Plates   
all items come with a choice of pineapple coleslaw or maui style potato chips  
 

グリル料理 全てのお料理にパイナップルコールスローまたはマウイスタイルポテトチップスが付きます 
 

Hawaii Rancher’s Beef Burger house roll, choice of: american, swiss, or cheddar cheese 17  

add bacon or mushrooms for 2, OG’s burger toppers - island mango chutney, mashed avocado or  

cucumber namasu relish 3   

ハワイ牧場ビーフバーガー 自家製ロールパン アメリカン、スイスまたはチェダーからチーズをお選びください 

ベーコンまたはマッシュルーム追加 2 ドル、マンゴーチャツネ、マッシュドアボカドまたは胡瓜のなます風レリッシュ追加 3 ドル  
 

Island Fresh Catch Sandwich furikake bun, miso glaze, cucumber namasu, wasabi aioli 21 

新鮮アイランドフィッシュ サンドウィッチ ふりかけバンズ、味噌グレーズ、胡瓜のなます風レリッシュ、わさびアイオリソース 
 

CAB ¼ lb. Hot Dog maui onion caraway sauerkraut 12 

アンガス牛のクォーターパウンド ホットドッグ（CAB認定） キャラウェイ ザワークラウト添え 
 

BOCA Burger house roll, choice of: american, swiss or cheddar cheese 12 

add bacon or mushrooms for 2, OG’s burger toppers – island mango chutney, mashed avocado or  

cucumber namasu relish 3   

BOCAベジーバーガー 自家製ロールパン  アメリカン、スイスまたはチェダーよりチーズをお選びください   

ベーコンまたはマッシュルーム追加 2 ドル、マンゴーチャツネ、マッシュドアボカドまたは胡瓜のなます風レリッシュ追加 3 ドル  
 

Turkey Sandwich ciabbata bun, bacon, lettuce, tomato, onion, mashed avocado relish 17 

ターキーサンドウィッチ チャバッタバンズ、ベーコン、レタス、トマト、オニオン、マッシュドアボカドレリッシュ 
 

Fresh Island Tuna Sandwich grilled rare, house roll, sriracha pineapple tartar sauce 22 

フレッシュ アイランドツナサンドイッチ レア焼き、自家製ロールパン、スリラッチャパイナップルタルタルソース 
 

Keiki Plates  for children 12 and under  

お子様プレート  12歳以下のお子様 
 

Cheese Burger house roll, choice of: american, swiss, cheddar cheese, comes with a choice of 

pineapple coleslaw or maui style potato chips 10  
チーズバーガー 自家製ロールパン  パイナップルコールスローまたはマウイポテトチップス付き  

アメリカン、スイスまたはチェダーよりチーズをお選びください   
 

Hot Dog comes with a choice of pineapple coleslaw or maui style potato chips 8  

ホットドッグ パイナップルコールスローまたはマウイポテトチップス付き  
 

Turkey & Swiss Sandwich comes with a choice of pineapple coleslaw or maui style potato chips 10 

ターキーとスイスチーズのサンドウィッチ パイナップルコールスローまたはマウイポテトチップス付き  
 

Beach Sweets  
Brownie whipped cream ǀ waimea strawberries ǀ caramel sauce 9 

ブラウニー 生クリーム、ワイメア農家のストロベリー、キャラメルソース添え  
 

Assorted Cookies fresh from our bakery 7 

クッキー盛り合わせ ベーカリーより焼きたてをお持ちします  
 

Hawaiian Vanilla Crème Brulee 12  
ハワイアンバニラクレームブリュレ 

 
 


