sweet!

sweet!

royal cassata
signature italian ice cream cake
with coffee, chocolate
and vanilla ice cream,
macadamia nut praline filled center
island mango
10

royal cassata
signature italian ice cream cake
with coffee, chocolate
and vanilla ice cream,
macadamia nut praline filled center
island mango
10

royal bread pudding
crème anglaise
vanilla ice cream
chocolate decor
10

royal bread pudding
crème anglaise
vanilla ice cream
chocolate decor
10

coconut supreme tart
macaroon custard
haupia sauce
10

coconut supreme tart
macaroon custard
haupia sauce
10

royal play on key lime pie
kalamansi lime
lemon verbena
passion fruit
10

royal play on key lime pie
kalamansi lime
lemon verbena
passion fruit
10

gelato & sorbet
seasonal selections
10

gelato & sorbet
seasonal selections
10

trh signature pink haupia cake
pink haupia cream layered between
coconut soaked white sponge, covered
with toasted pink coconut flakes and
fresh berries
38 whole cake – serves six guests
10 per slice

trh signature pink haupia cake
pink haupia cream layered between
coconut soaked white sponge, covered
with toasted pink coconut flakes and
fresh berries
38 whole cake – serves six guests
10 per slice

Please communicate any food allergy you may
have with our Ambassadors.
All menu items are subject to 4.712% Hawaii general
excise tax. Menu is subject to change.
SL Dessert 02.25.11 JK: mm

Please communicate any food allergy you may
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デザート sweet!
ロイヤル･カサッタ royal cassata

デザート sweet!
ロイヤル･カサッタ royal cassata

特製イタリアン･アイスクリーム･ケーキ：
コーヒー、チョコレートとバニラ
マカデミア･ナッツとプレリーンのフィリング、
アイランド･マンゴー添え

特製イタリアン･アイスクリーム･ケーキ：
コーヒー、チョコレートとバニラ
マカデミア･ナッツとプレリーンのフィリング、
アイランド･マンゴー添え

10

10

ロイヤル･パン･プディング

ロイヤル･パン･プディング

クレム･アングレーズ、バニラ･アイスクリームと
チョコレートのクリーム添え

クレム･アングレーズ、バニラ･アイスクリームと
チョコレートのクリーム添え

10

10

ココナツ･スプリーム･タルト

ココナツ･スプリーム･タルト

マカルーン･カスタードとハウピア･ソース添え

マカルーン･カスタードとハウピア･ソース添え

10

10

キー･ライム･パイ、ロイヤル･プレイ

キー･ライム･パイ、ロイヤル･プレイ

カラマンシ･ライム、レモンバーベナと
パッションフルーツ入りのパイ

カラマンシ･ライム、レモンバーベナと
パッションフルーツ入りのパイ

10

10

ジェラート＆ソルベ gelato & sorbet

ジェラート＆ソルベ gelato & sorbet

royal bread pudding

coconut supreme tart

royal play on key lime pie

royal bread pudding

coconut supreme tart

royal play on key lime pie

季節のイタリアン･ジェラートとソルベ

季節のイタリアン･ジェラートとソルベ

10

10

「trh」特製ピンク･ハウピア･ケーキ

「trh」特製ピンク･ハウピア･ケーキ

ココナツに漬けた白いスポンジと｢trh ｻﾞ･ﾛｲﾔﾙ･ﾊﾜｲｱ
ﾝ｣の色ピンクを使ったココナツ･クリームを重ねたレ
イヤー･ケーキ。トーストしたピンクのココナツ･フ
レークで仕上げました。ベリー添え

ココナツに漬けた白いスポンジと｢trh ｻﾞ･ﾛｲﾔﾙ･ﾊﾜｲｱ
ﾝ｣の色ピンクを使ったココナツ･クリームを重ねたレ
イヤー･ケーキ。トーストしたピンクのココナツ･フ
レークで仕上げました。ベリー添え

38 ホール･ケーキ whole cake – 6 名様
10 スライス per slice

38 ホール･ケーキ whole cake – 6 名様
10 スライス per slice

trh signature pink haupia cake

生もしくは火の良く通っていない卵等を食べますと、
食物が原因となり得る病気にかかることがございます
のでご注意下さい。上記お値段には 4.712%の州税がかかり
ます。メニューとお値段は予告なく変わることがございます。

SL Dessert 02.25.11 JK mm

trh signature pink haupia cake

生もしくは火の良く通っていない卵等を食べますと、
食物が原因となり得る病気にかかることがございます
のでご注意下さい。上記お値段には 4.712%の州税がかかり
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