トースト・サンドイッチ
チキン + ペスト, トマト, モッツァレッラ *ナッツ入り ........................................................................................................ 9.5
3 種のチーズ（スイス, プロボロン, モッツァレッラ）+ ローストしたトマト ............................................................. 8.5
パスタラミ・ルーベン – レッドオニオン, スイスチーズ, ロシアンドレッシング.................................................... 9.5
ベジースタック – なすび, さつまいも, ズッキーニ, ピーマン, プロボロンチーズ, バジルペスト *ナッツ入り .................. 8.5
ターキー+ ブリーチーズ, ローストしたパプリカ, ベビースピナッチ, ハニーマスタード ........................................ 9.5
ハム + スイスチーズ ....................................................................................................................................................................... 8.5
お子様メニュー：グリルしたチーズ ........................................................................................................................................ 4

サンドイッチ
ローズマリー・ローストチキン, ベビースピナッチ, サンドライトマトのアイオリソース .................................... 7
ターキー, グリーン, クランベリーソース（マヨネーズなし） ......................................................................................... 7
エッグサラダ（マヨネーズ入り）, グリーン ......................................................................................................................... 7
カレーチキンサラダ（マヨネーズ入り）, レーズン+ アーモンド, にんじん, グリーン *ナッツ入り .................... 7

ラップ・サンドイッチ
ペリペリチキン（オーストラリア風ケイジャンチキン）, トマト, グリーン, グリーンゴッデスドレッシング .................. 9.5

スモークアヒサラダ（マヨネーズ入り）, ケッパー, グレープトマト, レッドオニオン, ベビースピナッチ ...... 9.5
ローストしたバターナッツ, ローストしたピーマンとカシューナッツのフムス, ベビーケール *ナッツ入り (ビーガン) ...9.5
ターキー, アボカド, ホワイトビーンのフムス, グリーン （マヨネーズなし）............................................................ 9.5

オーガニックグリーンサラダ
アジアンチキン, アーモンド, 胡麻, ミント, ヒカマ, にんじん, トマト, きゅうり, スイートチリライムドレッシング *ナッツ入り (グルテンフリー) ..... 9.5
ケール+ ローストしたカボチャ, キヌア, フレンチレンズ豆, たまり醤油でローストしたカボチャとひまわりの種, レモンドレッシング (グルテンフリー, ビーガン) .......... 9.5

...... 9
ピーナッツと豆腐のサラダ- きゅうり, トマト, にんじん, ピーナッツ, タイ風ピーナッツのドレッシング *ナッツ入り (グルテンフリー, ビーガン) ...... 9
セサミビーツ, フェタチーズ, ウォルナッツ, にんじん, きゅうり, トマト, グリーン, オレンジ・ジンジャー・ヴィネグレット *ナッツ入り (グルテンフリー, ビーガン)

サイドサラダ 8oz（約 227g） / 12oz（約 340g）
レモン・クスクス, フェタチーズ, ミント, アーモンド, ローストしたバターナッツ, トマト + レッドオニオン *ナッツ入り ................. 4 / 5.5

味噌でローストしたブロッコリー + オーガニック胡麻豆腐 (グルテンフリー, ビーガン)........................................ 4 / 5.5
オーガニックパスタ, バジルペスト, チェリートマト *ナッツ入り ...................................................................................... 4 / 5.5
アジアンヌードル – ミント, ヒカマ, トマト, にんじん, きゅうり, レッドオニオン, ピーナッツ, 胡麻, スイートチリ
ライムドレッシング *ナッツ入り (グルテンフリー, ビーガン).............................................................................................. 4 / 5.5
オーガニックファロ, ケール, 赤キャベツ, にんじん, クランベリー, ワケギ, アーモンド, オレンジ・ジンジャー・
ヴィネグレット *ナッツ入り (ビーガン) ................................................................................................................................ 4 / 5.5

ピクニック・サイド
生フルーツと T + B オーガニックグラノーラ .......6.5
生フルーツ ......................................................................5.5
ポテトチップス/ ピタチップス / グルテンフリークラッカー .........2
生野菜 + ディップ ........................................................5

オーガニックグラノーラ（袋入り） ......................6.75
クッキー...........................................................................2.5
ブラウニー ......................................................................3.5
オメガ 3 入りミニマフィン........................................3.5

2016 年 6 月から、タッカー＆ベヴィー・ピクニックフードでは、
抗生物質未使用の鶏と七面鳥を使用します。

ハワイの牧場で、牧草で飼育された牛肉を使用します。

オアフ島の農場で放し飼いされた鶏のオーガニックの卵を使用します。

オーガニックまたは／およびハワイで栽培されたフルーツや野菜を使用しま

す。
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生産工程において CO2 排出量がリサイクル製品より 50%低い生分解性の容器包装を使用します。

朝食
ほうれん草とマッシュルームのフリッタータ + プロボロンチーズのパニーニ......................................................... 6.5
ベーコンと卵とチェダーチーズのパニーニ ........................................................................................................................... 6.5
ハムと卵とスイスチーズのパニーニ ........................................................................................................................................ 6.5
スモークサーモンのバゲット, クリームチーズ, ケイパー, トマト, きゅうり...................................................... 7.5
ハムとチーズとトマトのバゲット............................................................................................................................................. 7
バナナブレッド, チョコレート入り ........................................................................................................................................ 3.5
マンゴーブレッド, マカダミアナッツ *ナッツ入り........................................................................................................... 3.5
コーンブレッドのトースト, グアバジェリー....................................................................................................................... 3.5
オーガニック自家製グラノーラ *ナッツ入り ......................................................................................................................... 6.75
オメガ 3 入りミニマフィン.......................................................................................................................................................... 3.5
illy コーヒー 12oz (約 355ml)/16oz (約 473ml) ............................................................................................................................ 2.5/3.5

フレッシュジュース 12oz (約 355ml)
リーングリーン ケール, 青りんご, きゅうり, セロリ, レモン, ジンジャー .................................................................6.5
アンティー・オキシー ビーツ, にんじん, りんご .............................................................................................................. 6.5
C ホリデー オレンジ, パイナップル, ミント .......................................................................................................................... 6.5
ベビークゥエンチ すいか, りんご............................................................................................................................................. 6.5
パイナップル…ハワイに来たらやっぱりパイナップル ...................................................................................................... 6.5

生フルーツのスムージー 12oz (約 355ml)
パラダイス パパイヤ, パイナップル, りんごジュース........................................................................................................ 5.5
トロピカルストーム マンゴー, パイナップル, バナナ, パイナップルジュース ........................................................... 5.5
ベリーベリー いちご, ブルーベリー, ラズベリー, りんごジュース ................................................................................ 5.5
ピニャコラーダ パイナップル, バナナ, ココナッツミルク, パイナップルジュース................................................... 5.5
サンセットパパイヤ, いちご, マンゴー, りんごジュース.................................................................................................... 5.5
トリプルバナナ バナナ, バナナ, バナナ, りんごジュース...................................................................................................5.5
追加／代替 豆乳, アーモンドミルク, ケール, チアシード, オートブラン, プロテインパウダー, ウィートグラス, ピーナッツバター, フラックスシード .......................... 1/各
ワイアルアソーダ ........................................................................................................................................................................... 3
ココナッツウォーター...................................................................................................................................................................3
アリゾナグリーンティー……………………………………………………………………………………………………………………..2
ソフトドリンク................................................................................................................................................................................ 2
illy カプチーノ ................................................................................................................................................................................... 3
ウォーター 500ml / 750ml.................................................................................................................................................................2 / 3
スパークリングミネラルウォーター ........................................................................................................................................ 3
La Gelateria- ジェラート + シャーベット..................................................................................................................................3.5
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