
   
LUNCH MENU 

ランチメニュー 

BEVERAGES  ドリンク 

Coke, Diet Coke, Dr. Pepper, Sprite, Root Beer, or Fruit Punch (w/refill) 

コーラ、ダイエットコーラ、ドクターペッパー、スプライト、ルートビア、フルーツパンチ  

                                         （各おかわり自由） 

2.50 

 

Iced or Hot Tea (Regular or Herbal) アイス/ホットティー （レギュラー又はハーブ） 2.50 

Lemonade レモネード 2.50 

Cinnamon’s Hawaiian Blend Coffee   50% Hawaiian-grown: 25% Kona & 25%Kauai 

   シナモンズハワイアンブレンドコーヒー （ アイスでお試しあれ！） 

2.50 

  50%ハワイアンコーヒー （25%コナ産 25%カウアイ産 コーヒー豆を使用）  

LUNCH SIDES  サイドメニュー 

Tossed Salad 大自然の野菜サラダ               レギュラーサイズ  4.00   ラージサイズ 5.50 

Cinnamon’s Tri-Color Cole Slaw シナモンの３色コールスロー 4.50 

Garlic Bread (made with our sourdough) ガーリックブレッド（サワードウ使用） 4.50 

French Fries, Baked Beans or Frijoles  

  フレンチフライ（フライドポテト）、ベイクドビーンズ、 フリホレス （インゲン豆） 

3.50 

Rice (White or Brown) ライス （白米又は玄米） 1.50 

SENSATIONAL SALADS 

シナモンズ特製サラダ 

Curried Chicken & Papaya カレーチキン・アンド・パパイヤサラダ  

半分に切ったパパイヤの器にチキンカレーサラダを盛り、お皿にしきつめた緑野菜、トマト、 

キュウリの上にのせました。 雑穀入りトースト１枚付き。 

11.50 

Mandarin マンダリン （中華サラダ）  

中華風チャーシュー、ローストチキン、揚げワンタンの皮、ピーナッツを緑野菜の上にのせ、 

チャイニーズパセリとみかんを散らしました。オリエンタルドレッシングでご賞味ください。 

11.50 

Taco Salad タコスサラダ  

大きなトルティーヤの器の中にレタス、トマト、オリーブ、チェダーチーズ、さらに（牛ひき肉又は

鶏肉の細切り）と（ベイクドビーンズ又はフリホレス（インゲン豆））をお選びください。 

サルサとサワークリーム添え。 

10.50 

Spinach n’ Bacon スピニッチ・アンド・ベーコン （ほうれん草とベーコンのサラダ）  

新鮮な生のほうれん草の上に、細かく切ったベーコン、新鮮なマッシュルーム、 

そしてパルメザンチーズを散らし、特製ドレッシングで和えました。 

10.50 

SOUPS  スープ 

Award-Winning Portuguese Bean Soup 当店自慢のポルトガルビーンズ・スープ 

１カップ 4.50  １ボウル 6.50 

（おすすめは、自家製コーンブレッド（+2.50）と のセット） 

Homemade Soup du Jour 本日のスープ  

１カップ 4.50  １ボウル 6.50 

MEAL-SIZED PUPUS  食べ応えたっぷりのププ（前菜） 

Cinnamon’s Nachos シナモンズ・ナチョス  

自家製トルティーヤチップスに、チェダーチーズ、インゲン豆、ブラックオリーブ、ハラペーニョ 

をトッピングしました。 サルサとサワークリーム添え。 

10.50 

Mucho Nachos ムーチョ・ナチョス  

上記（シナモンズ・ナチョス）と同じ。さらにトマト、そしてメキシカン風味の牛ひき肉又は 

細切り鶏肉のいずれかをお選びください。 

11.50 

SOUP & SANDWICH COMBO  スープとサンドウィッチ・セット 

（平日限定） 

本日のスープ又はポルトガルビーンズ・スープ （+1.50）と、 

本日の特製サンドウィッチ（白パン又は全粒粉）のセットメニューです。 

（サラダに変更又は追加することもできます！） 

２品 7.50   ３品 9.50 

OLD FASHIONED HAMBURGERS 

昔ながらのハンバーガー 

手作りパティ（ビーフ、ターキー、野菜）、レタス、トマト、オニオンを 

セサミバンに挟んだオーソドックスなハンバーガーです。    9.50 

チーズ又は照り焼き 10.50 

ハラペーニョとモントレージャックチーズ 10.50 

マッシュルーム、ベーコン、スイスチーズ 10.50 

デザート 

逆さまパイナップルケーキ 4.50 

チョコレートモカケーキ 4.50 

アイスクリーム 3.50 

（日替わりデザートについては担当のウェイターにお尋ねください） 
 

   
CINNAMON’S SANDWICHES 

シナモンズ・サンドイッチ 
サンドイッチメニューでは、（フレンチフライ（フライドポテト）、ベイクドビーンズ、コールスロー）より 

サイドを１品お選びください。 

Grilled Cheese グリルチーズ  

お好みのパンにモントレージャック、スイス、アメリカンの 3 種類のチーズをはさんでグリルした 

サンドイッチです。                                             ハム 又は トマト付き： 

6.50 

 

7.50 

Reuben ルーベン  

ライ麦パンをベースにスイスチーズ、薄くスライスしたコーンビーフ又はターキーのいずれかを 

お選び頂き、サウザンアイランドドレッシングとサワークラウトドレッシングとともにお楽しみください。 

9.50 

Pastrami パストラミ  

ライ麦パンにグリルしたパストラミとスイスチーズを挟みました。 

9.50 

Meat Loaf  ミートローフ  

サワードウに Cinnamon’s 特製ミートローフ、レタス、トマト、玉ねぎを挟みました。 

9.50 

Patty Melt パティメルト  

ライ麦パンにマッシュルームのソテー、玉ねぎ、スイスチーズに加え、ビーフ、ターキー、野菜の３種類 

のパティの内１つを挟んだサンドイッチです。 

9.50 

Au Natural アウ・ナチュラル  

雑穀入りパンに、チキン又はツナマヨ、レタス、玉ねぎ、トマト、きゅうり、マッシュルームを挟んだ 

サンドイッチです。 

10.50 

Chicken Cashew チキンカシュー  

当店の人気 NO.1!! 手作りチキンサラダにとろけるチーズを乗せ、カシューナッツ、レタス、トマト、玉ねぎ

をサワードウに挟んだ自慢の一品です。 

10.50 

Curried Chicken Salad カレーチキンサラダ  

Cinnamon’s 限定! 手作りの甘口カレーチキンサラダを Agnes’ Bakery のポルトガル・スイートブレッド 

（パン）に挟みました。 

10.50 

Mahi Mahi マヒマヒ   

あぶり焼き又はコナスタイル（卵にひたしてから焼きます）のマヒ（魚）に加えて、レタス、トマト、玉ねぎを 

パンに挟んだサンドイッチです。 タルタルソースとレモン付き。 

10.50 

Roast Beef Dip ローストビーフディップ 

こんがり焼いたフレンチロールに肉汁たっぷりのローストビーフを挟んだ一品です。 

スイスチーズ、マッシュルームと玉ねぎのソテーの追加 

10.50 

   

+2.50 

Crab Cake Sandwich クラブケーキサンド  

焼いたパンに、カーシーさんの手作りクラブケーキ（ズワイガニ、かにかま、えびのブレンド）、レタス、 

トマト、玉ねぎ、ドライトマトのアイオリソースを挟んだサンドイッチです。 

11.50 

 

LUNCH POTPOURRI 

よくばりランチセット 
よくばりランチセットでは、メニューにより以下のいずれかをお選びください。 

主食リスト： ライス（白米又は玄米）、フレンチフライ（フライドポテト）、ベイクドポテト、 

ベイクドビーンズ、マッシュドポテト、コールスロー 

 

Baked Spaghetti ベイクドスパゲティ   

ロコに人気の一品です。牛ひき肉とチーズをふんだんに使い、オーブンで焼いたスパゲティ。 

サラダとガーリックブレッド（サワードウ）付き。 ハワイの母の味！ 

9.50 

Beef  Liver   ビーフレバー    

レバーにベーコンと玉ねぎのソテーをかけ、 本日の野菜を添えてご一緒に。 

レバー好きに大好評です！併せて上記の主食リストからお好みの主食をお選びください。 

9.50 

Meat Loaf ミートローフ   

自家製ミートローフ＆野菜のセットです。グレイビーソースと当店オリジナルソースでお楽しみください。 

併せて上記の主食リストからお好みの主食をお選びください。 

10.50 

Mahi Mahi マヒマヒ 

ハワイの伝統魚料理「マヒマヒ」は、あぶり焼き又はコナスタイル（卵にひたしてから焼きます）で 

お楽しみください。 タルタルソースとレモン付き。本日の野菜又はコールスロー、 

併せて上記の主食リストからお好みの主食をお選びください。 

10.50 

Stir Fry スターフライ (炒め物)  

メインの具材はマヒ（魚）、ビーフ、又はチキンからお選びください。 新鮮なピーマン、セロリ、人参、 

玉ねぎをテリヤキ風味で炒めました。白米又は玄米と一緒にどうぞ。      

    ※ベジタリアン・スタイル (Vegetarian Style) もあります （お肉・魚のかわりにカシューナッツを使用） 

10.50 

Chicken Cutlet チキンカツレツ  

チキンカツレツにグレービーソースをかけた一品です。本日の野菜付き。 

併せて上記の主食リストからお好みの主食をお選びください。 

スパイシーな韓国風味もあります。お試しあれ！ 

10.50 

 

 

11.50 

Roast Beef ローストビーフ  

ローストビーフは、当店自慢の濃厚グレービーソースと一緒にどうぞ。野菜付き。 

併せてメニュー左上の「サイドメニュー」の欄から、お好みのサイドをお選びください。 

11.50 

Pasta’n Pesto ペストパスタ   

ケーパー、ほうれん草、アーティチョークのつぼみ、玉ねぎのソテー、オリーブが入った 

リングイーネパスタです。バジルソース又はドライトマトペストソースのいずれかをお選び頂き、 

ウォルナッツ（くるみ）とパルメザンチーズをかけてお召し上がりください。ガーリックブレッド付き。 

11.50 

Hawaiian Plate ハワイアンプレート  

オーブンでじっくり焼き上げたカルーアポークとポークラウラウに、ご飯、そしてパパイヤシードドレッシング

をかけたスライストマトを添えました。 

12.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ESTABLISHED FAVORITES  

- シナモンズ殿堂入りメニュー - 

1985 年 3 月 1 日オープン当時からあるメニュー 

Kailua Double Delight  カイルアダブルデライト   

チキンサラダ（チキンカレーサラダに変更できます）とツナマヨを、緑野菜、トマト、 

きゅうりの上にのせた夢のコラボレーションです。 

11.50 

Cinnamon’s Steak Salad  シナモンズ・ステーキサラダ   

緑野菜にトマト、きゅうり、当店自慢のプライムリブをのせ、オリエンタルドレッシングで 

和えました。 

11.50 

Grilled Sweet Bread Ham & Cheese Sandwich  

グリル・スイートブレッド・ハムアンドチーズ・サンドイッチ  

グリルしたスイートブレッド（パン）にハムとスイスチーズを重ねたサンドイッチです。 

併せてメニュー左上の「サイドメニュー」の欄から、お好みのサイドをお選びください。 

10.50 

Chicken Fantasy  チキンファンタジー  

新鮮なほうれん草の上にチキン、蒸したブロッコリーとスイスチーズを挟み、 

秘伝のオランデーズ・ソースをかけた珠玉の一品です。   

併せてメニュー左上の「サイドメニュー」の欄から、お好みのサイドをお選びください。 

11.50 

 

 

年中無休 
月曜～日曜：7:00 – 14:00 

いつもシナモンズレストランをご利用いただき誠にありがとうございます。 

＜お願い＞ ランチメニューは平日限定となっております。 

土・日曜日はご利用いただけません。何卒ご了承ください。 

なお、朝食メニューは一日中ご注文を承っております！ 



 
 

BREAKFAST AT CINNAMON’S 

Cinnamon’s で朝食を 

CHILLED JUICES  ジュース 

Orange, Grapefruit, Cranberry, Guava, Apple or Tomato Juice 

オレンジ、グレープフルーツ、クランベリー、グアバ、アップル、トマトジュース 

                                                              (reg) レギュラー     2.50    (large)  ラージ             3.50 

 

BEVERAGES 飲み物 

    Cinnamon’s Signature Roast Coffee  ( Hot or Ice ) 

        当店自慢のコーヒー  （ 50% ハワイ産コーヒー豆を使用 ：  25% コナ産、25%カウアイ産） 

    Cinnamon’s でしか味わえない限定ブレンド。 ホット又はアイスでお楽しみ下さい。                               2.50 
Cinnamon’s オリジナルマグカップ＆コーヒーは店内でお求め頂けます。 

Tea (regular or herbal)  ティー 紅茶又はハーブティー （ホット又はアイス）           2.50 

Hot Chocolate ホットチョコレート                                                     2.50 
Chocolate Milk チョコレートミルク                  レギュラー   2.50         ラージ 3.50 
Milk ミルク                                  レギュラー      2.50        ラージ  3.50 

 

BREAKFAST SIDES 

朝食サイドメニュー 

HOMEMADE BAKERIES  自家製ベーカリー 

Cinnamon’s Roll  シナモンズ・ロール                                                                   3.50 

Cinnamon’s Cinnamon-Macadamia Nut Roll シナモンズ・シナモンマカダミアナッツロール  4.50 

Cornbread or Coffee Cake コーンブレッド又はコーヒーケーキ 3.50 

Biscuit    ビスケット                       2.50 

OTHER BREAKFAST SIDES...  その他の朝食サイドメニュー 

Bacon, link sausage, beef, turkey or veggie patty, ham steak,  

meatloaf, Portuguese Sausage, Chicken-apple or Cajun sausage.  

ベーコン、ソーセージ、ビーフパティ、ターキーパティ、野菜パティ、ハム、 

ミートローフ、ポルトガル風ソーセージ、チキンアップルソーセージ、ケージャン風ソーセージ                                                       

6.50 

Corned beef hash, Canadian bacon, broiled mahi-mahi,  

roast beef, chicken cutlet.  

コーンビーフハッシュ、カナディアンベーコン（塩つきハム）、ブロイルドマヒマヒ、 

ローストビーフ、チキンカツレツ       

6.75 

Roasted & broiled prime rib or crab cakes  

ローステッド＆ブロイルドプライムリブ又はクラブケーキ  

8.50 

Hash browns (w/cheese, + 1.50)  ハッシュブラウン （ハッシュドポテト）（追加チーズ + 1.50） 

Home fries (w/cheese +1.50)   ホームフライ （サイコロ状ポテト） （追加チーズ ＋1.50）       

2.50 

3.50 

Rice ライス（白米又は玄米。１スクープ）                                                 1.50 

One (1) egg 卵１個（追加の場合は１個 1.50）                                                 1.50 

Toast (choice of breads)    トースト （パンの種類はお選び頂けます）                                                 2.50 

Fresh, local-grown Papaya (one-half)   パパイヤ（地元産） （半分)    時価 

Grapefruit Sections グレープフルーツ                            カップ 4.50            ボウル 5.50 

Oatmeal  オートミール 6.50 
 

SUNSHINE 

サンシャイン・セット 

こんがりとトーストしたイングリッシュ・マフィンに、 

中身は下記の３種類の中から選べます。 

最後にシャープ・チェダーチーズ・ソースを上からたっぷりかけた一品です。 

ポテトとスクランブルエッグ付きです（½ オーダーは卵１個、１オーダーは卵２個）。 
 

Traditional トラディショナル （焼いた薄切りハム） 

Vegetarian ベジタリアン （生のほうれん草とトマト） 

½ オーダー： 8.50  １オーダー： 11.50 
 

Combination コンビネーション （ハム、生のほうれん草とトマト） 

 ½ オーダー： 9.50  １オーダー： 12.50 

Start of A Nice Day (S.A.N.D.) 

良い一日の始まりセット 

バターミルクパンケーキ 2 枚又は 

フレンチトースト 2 枚（白パン(white bread) 又は小麦パン(wheat bread)、 

そして卵１個（お好みの調理法で）、 

お肉（ベーコン、ハム、豚肉ソーセージ）の 3 種類から 1 つ 

選べる満足感たっぷりの朝食です。 

7.50 

 

 

CINNAMON’S SIGNATURE:  FROM-SCRATCH EGGS BENEDICT 

Cinnamon’s 名物 
自家製エッグベネディクト 

Served with home fries or hash browns.  (Sorry, no substitutions) 
ホームフライ(サイコロ状ポテト)又はハッシュブラウン（ハッシュドポテト）と一緒にどうぞ。 

（エッグベネディクトメニューでは、材料の変更は承っておりません） 

 

      Traditional   トラディショナル （肉）  （ カナディアンベーコン（塩つきハム）とターキー） 

      Veggie ベジー （野菜）  （新鮮な生のほうれん草とトマト） 

      Mahi Mahi マヒマヒ （魚） （ハワイに来たなら一食の価値あり!） 

½ オーダー: 9.50                      1 オーダー: 12.50 

 

      Crab cake クラブケーキ （蟹コロッケ） （カーシーさんのオリジナルレシピです） 

      Kalua Pork カルーアポーク （ハワイアンポークを薫製にして細切りにしました） 

      Lox  ロックス （スモークサーモン） 

½ オーダー: 10.50                   1 オーダー: 13.50 

 

      Super-Combo スーパーコンボ （上記のメニューから１つ＋ほうれんそう＆トマト付き） 

½ オーダーのお値段に: + 2.50        1 オーダーのお値段に: + 3.50 

 

当店のオランデーズ•ソースは卵黄、新鮮なレモン果汁、バター、その他上質な材料を使用しております。 

                                                                                  追加／サイド 1.50 

OMELETTES 

オムレツ 

卵を惜しみなく 3 つも使ったふわふわのオムレツは、ライス（白米又は玄米）、 

ホームフライ（サイコロ状ポテト）、ビスケット、バターミルクパンケーキ、 

又はハッシュブラウン（ハッシュドポテト）と一緒にお楽しみください。 

 

♥  オムレツはローカルスタイル（卵とそのほかの材料を混ぜます）でも調理できます。 

♥  スモールサイズもあります（全品 -$2.25） 

Chinese Omelette チャイニーズオムレツ                                                                 

刻んだローストチキン、豚チャーシュー、新鮮な中華野菜、オイスターソースをかけて 

ローカルスタイルでどうぞ。 

11.50 

Hawaiian Omelette ハワイアンオムレツ                                                                  

カルアポーク、トマト、青ねぎ、玉ねぎ、ラウラウの材料（タロ芋の葉、豚肉、 

バターフィッシュ）－ローカルスタイルでご堪能ください。オノ（美味）！ 

11.50 

Farmers ファーマーズ                                                                    

ポテト、ベーコン、玉ねぎ、青ねぎ、ハム、トマト、 

チェダーチーズをふんだんに使った食べ応えたっぷりのメガオムレツです。  

11.50 

Frittata フリッタータ                                  

バジルソース又はトマトペストソースのいずれかをお選び頂き、アーティチョークの 

つぼみ、ほうれん草、玉ねぎ、オリーブの入ったイタリア風オムレツです。 

バジルソース又はドライトマトペストソースのいずれかをお選び下さい。 

とろとろのパルメザンチーズ添え。 ボーノ！ 

11.50 

Benedict Omelette ベネディクト・オムレツ                                                            

エッグベネディクト風のオムレツです。塩つきハムとターキー、又は、 

フレッシュトマトと生ほうれん草 のいずれかをお選びください。 

自家製オランデーズ・ソースをたっぷりかけた一品です。 

11.50 

Fiesta フィエスタ  （お祭り） 

フレッシュトマト、ブラックオリーブ、モンテレイ・ジャックチーズに、チリのアクセントが効いた 

メキシコ風オムレツです。口の中がお祭り騒ぎになります！！             

牛ひき肉  又は  鶏肉の追加  

     11.50 

   

（各）1.50 

Decisions ディシジョンズ （お好み）                                       

お好みの具材を３種類までお選び頂けます (Your ｃhoice of up to 3 items)  ： 

ハム(ham)、 ベーコン(bacon)、 ソーセージ(link sausage)、 ポルトガル風ソーセージ(Portuguese 

sausage)、 

ほうれん草(spinach)、 トマト(tomato)、 玉ねぎ(onion)、 ピーマン(bell pepper)、  

ズッキーニ(zucchini)、 マッシュルーム(mushrooms)、 青唐辛子(green chiles)、  

ハラペーニョ(jalapenos)、 オリーブ(olives)、 

サワークリーム(sour cream)、 サルサ(salsa)、 

牛ひき肉(seasoned ground beef)、 細切りチキン(shredded chicken)、 

チーズ （チェダー(cheddar cheese)、 ジャック(jack cheese)、 スイス(swiss cheese）   

     トッピングの追加     

      11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （各） 1.50 
 

THE ISLAND’S BEST PANCAKES! 

ハワイ・イチの自慢のパンケーキ！ 
Guava Chiffon グアバシフォン（ア・ラ・モードに変更できます＋1.75）                                                                                   6.50 （2 枚） 9.50 （4 枚） 

(Local) Corn Pancakes w/ Blueberries トウモロコシ（地元産）とブルーベリー 6.50 （2 枚） 9.50 （4 枚） 

Red Velvet レッドベルベット  7.50 （2 枚） 9.95 （4 枚） 

Carrot ニンジン 6.50 （2 枚） 8.50 （4 枚） 

Cinnamon-Apple シナモン・アップル                                    6.50 （2 枚） 8.50 （4 枚） 

Blueberry ブルーベリー 6.50 （2 枚） 8.50 （4 枚） 

Banana バナナ 6.50 （2 枚）  8.50 （4 枚） 

Buttermilk バターミルク 4.50 （2 枚） 6.50 （4 枚） 

＊  Any pancake can be substituted for buttermilk with your meal for $2.25 additional! 
＊ どのパンケーキも「バターミルク」（＋$2.25）で作ることができます。 

 
 

BREAKFAST MEAT & EGGS 

朝ごはん （肉・卵） 

肉類（下記よりお選びください）を 1 つ、卵２個、ライス（白米又は玄米）、そして 

（ホームフライ（サイコロ状ポテト）、ハッシュブラウン（ハッシュドポテト）、パンケーキ、 

自家製ビスケット）より一品お選び頂けます。  

Canadian bacon, corned beef hash, chicken cutlet,  

roast beef and broiled mahi-mahi 

カナディアンベーコン（塩つきハム）、コーンビーフハッシュ、チキンカツレツ、 

ローストビーフ、マヒマヒ             

9.75 

Bacon, link sausage, beef or turkey, veggie burger, ham steak,  

portugese or cajun sausage, or meatloaf 

ベーコン、ソーセージ、ビーフ又はターキー、ベジタリアン・バーガー、ハム、 

ソーセージ（ポルトガル風又はケイジャン風）、ミートローフ                                                            

9.50 

Roasted & Broiled Prime Rib 6 (oz) & Eggs   ローストビーフ （１７０グラム）と 卵                                                                

         より大きなサイズもあります。１オンス（約 28.3 グラム）につき：                

玉ねぎとマッシュルームのソテーの追加    

11.50  

＋2.50 

＋2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Carsie’s Crabcakes & Eggs  カーシーさんのクラブケーキ と 卵   

ズワイ蟹、カニかま、エビ、その他の具材が入った特製カニコロッケです。      

12.50 

 

FROM THE GRILL 

グリル 

Skillet Breakfast  スキレットブレックファスト （お好みセット）                       

ポテト、卵１個（お好みの調理法で）、 

そして次の中からお好きなものを３つまでお選ください  (Your choice of up to 3 items)  ：  

ハム(ham)、 ベーコン(bacon)、ソーセージ(link sausage)、ポルトガル風ソーセージ(Portuguese 

sausage)、  

ほうれん草(spinach)、 トマト(tomato)、 ピーマン(bell pepper)、 ズッキーニ(zucchini)、  

マッシュルーム(mushrooms)、 青唐辛子(green chiles)、 ハラペーニョ(jalapenos)、  

オリーブ(olives)、  

サルサ(salsa)、 サワークリーム(sour cream)、  

牛ひき肉(seasoned beef)、 鶏肉の細切り(shredded chicken) 

                                         とろけるチーズ 又は オランデーズ・ソース付き：  

                                                                        トッピングの追加               

   10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50 

   (各) 1.50 

Baja Breakfast  バハ市のメキシカン朝食   

カリフォルニアのバハ市をイメージしたメキシカン風の一品。                                

トウモロコシでできたカリカリのトルティーヤの上にスクランブルエッグ（卵２個）と 

青唐辛子をのせました。とろとろのチェダーチーズと ポテトと一緒にどうぞ。  

サワークリームとサルサ添え。 

                                              牛ひき肉 又は  鶏肉と角切りトマトの追加 

9.50 

 

 

 

 

+1.50 

Loco Moco   ロコモコ    

ご飯（白米又は玄米）に（ビーフパティ、ターキーパティ、野菜パティ、チキンカツレツ） 

より 1 つお選び頂きその上に卵を１個（お好みの調理法で）乗せます。 

最後にコクのあるグレービーソースをたっぷりとかけた極上の一品です！ 

            卵２個の場合 

                              マッシュルームと玉ねぎのソテーの追加 

9.50 

 

       

 

10.50 

+2.50 
 

FRENCH TOAST 

フレンチトースト 

Portuguese Sweet Bread (Two thick slices)  

ポルトガル・スイートブレッド（厚切り 2 枚）                                                   

6.50 

Whole Wheat, White, Sourdough or Multigrain (Three slices) 

全粒粉パン、白パン、サワードウブレッド、雑穀入りパンからお選び下さい（3 枚）                             

6.50        

            Add French Toast Toppers 追加トッピング                                2.50     
Choose from cinnamon apples & whipped cream or our unique guava chiffon duet topping 
シナモンアップル＆ホイップクリーム又は当店オリジナルのグアバソース＆シフォン 

からお選びください。 

 

 

お客様へ 

♥  無料トッピング：自家製のハニーバター（マカダミアナッツブロッサムハニー入り） 

♥  卵を使ったメニューでは、卵 1 個につき１ドルでエッグビーターズと代替することも可能です。しかし、卵の白身の                                                                                 

みの調理したものは提供しておりません。    

♥  食物アレルギーをお持ちのお客様へ：当店ではナッツ類、大豆、魚、甲殻類、全粒粉、牛乳、卵をふんだんに使   

用しております。（化学調味料は一切使用しておりません） 

♥  生・充分に火の通っていない肉（牛、鳥、羊等含む）、シーフード、甲殻類又は卵類の摂取は、食中毒の危険性を

高めます。生ものはお早めにお召し上がりください。 

♥  毎日新鮮な食材のみを使用しておりますので、メニューによっては早めに終了してしまう場合がございます。あら

かじめご了承くださいませ。 

♥  ケータリングについてのご相談も承っております。 

♥  ギフトカード（金額制限なし）もあります。お求めの際は、レジにてお尋ねください。 

♥  五名以上でお越しの場合は、ご予約をおすすめ致します。なお、ホリディシーズンには数週間前にご予約いただ

きますよう、お願い致します。 

♥  クーポンやお得情報などの詳細は www.cinnamonsrestaurant.com にてご確認ください。 


