
RICE plate
ライスプレート

best seller　人気のコンボプレート

スープ付き

アイランドミートプレート
溶岩石ステーキ × モチコチキン × 

ソーセージとスパムのグリル
1480yen

サーフ＆ターフプレート
溶岩石ステーキ × 

ガーリックシュリンプ
1380yen

ハワイアンプレート
ガーリックシュリンプ × 
モチコチキン × アヒポキ

1280yen

lunch  
time  
SERVICE
ランチタイムサービス
11:00 - 15:00

ドリンク
セット
80yen
OFF

デザート
セット

 80yen
OFF

ドリンク
デザート
セット

 200yen
OFF

学割
学生証提示で
ディナータイムも
ランチタイム
サービスが
利用可能



衣に餅粉を使用した
ハワイ風鶏の唐揚げ。
お好みのソースで
お召し上がりください。

モチコチキンプレート

溶岩石ステーキ
プレート 1280yen
溶岩石の遠赤外線効果で
肉本来の旨味を閉じ込めました。

ガーリックシュリンププレート 1180yen
ソフトシェルシュリンプを使用したオアフ島カフク地方の名物。
殻ごとお召し上がりください。

local HAWAIIAN　ハワイ伝統料理

●ライスは白米と十八穀米からお選びいただけます。（大盛り+50円）（小盛り-50円）
　※十八穀米は無くなり次第終了とさせていただきます。

●モチコチキン変更（バッファローチキン+50円）（チキン南蛮+50円）
●スープ変更（コーンスープ+200円）（オニオングラタンスープ+300円）（バターチキンカレー+400円）

local favorite　ロコのお気に入り

ポークジンジャープレート
リンゴとハチミツの南国風豚の生姜焼き。

1080yen
ポークピカタプレート

バジルとチーズたっぷりのピカタを
自家製BBQソースでお召し上がりください。

1080yen

チキン南蛮
980yen

バッファロー
980yen

ハニーマスタード
880yen



アヒポキボウル 1080yen

エビポキボウル 1080yen

poke bowl　ハワイ風海鮮丼でありロコのソウルフード

fried rice　ハワイ風チャーハン

スパムとホウレンソウの
フライドライス 780yen

Loco Moco　ビーフ100%パティに和牛とマンゴーのデミグラスソース

プレミアムロコモコ　1080yen

オムキノコロコモコ　1180yen

ふわふわ卵のロコモコをきのこのデミグラスソース
で仕上げました。

TOPPING/+100yen  ベーコン ／ アボカド ／ 
チェダーチーズ ／ モッツァレラチーズ

スープ＋サラダ付き

オムキノコロコモコ

スパムとホウレンソウの
フライドライス

RICE BOWL　ライスボウル

エビポキボウル



バターチキンカレー 780yen

ダブルチキンカレー 980yen

モチコチキンをトッピングした
バターチキンカレー。

チキンオーバーライス 1080yen

カレーピラフにモチコチキンとトマトとアボカドの
サラダを載せてチーズソースとチリソースで仕上げた
ブリックハウス風チキンオーバーライス。

my favorite　私のお気に入り

curry rice　アロハ醤油仕立ての自家製カレー

chicken over rice　ライスにチキンとサラダを載せたNYのソウルフード

ソースカツボウル 880yen

ボルガライス 1180yen
トンカツを載せたデミオムライス。

●フライドライス・チキンオーバーライス・ボルガライス（大盛り+100円）
●ライスボウルのスープ、サラダなし（-50円）
●スープ変更（コーンポタージュ+200円）（オニオングラタンスープ+300円）（バターチキンカレー+400円）

チキンオーバーライス

ソースカツボウル
ボルガライス

●ライスは白米と十八穀米からお選びいただけます。（大盛り+50円）（小盛り-50円）
　※十八穀米は無くなり次第終了とさせていただきます。

ダブルチキンカレー



PASTA　パスタ スープ＋サラダ付き

イカ墨スパゲッティ

チキンとアボカドの
バジルクリーム

ブリックハウス風
ボロネーゼ

シラスとあおさの
ペペロンチーノ

オリーブオイルベース

ソーセージとキノコのジャポネーゼ　1080yen

シラスとあおさのペペロンチーノ　1180yen

サーモンとアボカドのジェノヴェーゼ　1180yen

トマトソースベース

ナスとモッツァレラチーズのシチリアーナ　1080yen

ブリックハウス風ボロネーゼ　1180yen

シーフードソースベース

明太子スパゲッティ 980yen

イカ墨スパゲッティ 1180yen

クリームベース

ベーコンとベーコンのカルボナーラ 1180yen

チキンとアボカドのバジルクリーム 1180yen

エビとブロッコリーのトマトクリーム 1180yen

イカとホウレンソウの明太子クリーム 1180yen



PIZZA　ピザ スープ＋サラダ付き

ブリックハウス風
ボロネーゼ

ビスマルク

サルディナーラ

シラスとあおさの
ペペロンチーノ

バンビーノ（ツナ・コーン・マヨネーズ） 1180yen

マルゲリータ（トマト・モッツァレラチーズ・バジル） 1280yen

カラブレーゼ（ベーコン・ナス・トウガラシ） 1280yen

サルディナーラ（アンチョビ・オニオン・ブロッコリー） 1280yen

ビスマルク（ソーセージ・ホウレンソウ・温泉卵） 1380yen

チチニエリ（シラス・ドライトマト・ガーリック） 1380yen

サルモーネ（サーモン・シメジ・エリンギ） 1380yen

マルゲリータ

●パスタ大盛り（+150円）
●パスタ・ピザのスープ、サラダなし（-50円）
●スープ変更（コーンポタージュ+200円）（オニオングラタンスープ+300円）（バターチキンカレー+400円）



HAMBURGER　100%パティの本格ハンバーガー

meal PANCAKE　ハワイ朝食の定番

bread plate　ブレッドプレート

ハンバーガープレート 1080yen
TOPPING/+100yen  ベーコン／アボカド／チェダーチーズ／
　　　　　　　 モッツァレラチーズ

ブリックハウスバーガープレート 1380yen
モッツァレラチーズを溶かしたパティに
バジルソースを合わせベーコンとアボカドをトッピングした
スペシャルバーガー。

●ブレッドプレートのサイドはサラダとポテト＆オニオンからお選びいただけます。
●スープ変更（コーンポスープ+200円）（オニオングラタンスープ+300円）（バターチキンカレー+400円）

スープ付き

ブリックハウスバーガープレート

ハワイアンブレックファーストA

ハワイアンブレックファーストA 1080yen
パンケーキ × 目玉焼き × ソーセージとスパムのグリル

ハワイアンブレックファーストB 1130yen
パンケーキ × オムレツ × ソーセージとスパムのグリル

シラスパンケーキ 1180yen
大葉を散らし和風チーズソースを流し
たっぷりのしらすを載せたごちそうパンケーキ。

シラスパンケーキ



soup　スープ

コーンスープ 280yen

オニオングラタンスープ 380yen

バターチキンカレー 480yen

SALAD　サラダ

グリーンサラダ 380yen

マカロニサラダ 580yen

キノコのホットサラダ 680yen

シラスと海苔のチョレギサラダ 780yen

炙りベーコンと温泉卵のシーザーサラダ 880yen

ハワイアンコブサラダ 1080yen

炙りベーコンと温泉卵のシーザーサラダ ハワイアンコブサラダ

A LA CARTE　アラカルト

KIDS PLATE　キッズプレート

キッズプレート 500yen
CHOICE  ガーリックシュリンプ ／ モチコチキン ／ ロコモコ ／ ポキボウル ／ 

           フライドライス ／ スパムむすび ／ソースカツボウル

キッズドリンク 50yen
CHOICE  アップル ／ オレンジ ／ グレープフルーツ

キッズバニラアイス 100yen

キッズプレート／ガーリックシュリンプ

オニオングラタンスープ



ブロッコリーのペペロンチーノ 380yen

あおさのゼッポリーネ 480yen

ソースカツ 580yen

ポークジンジャー 680yen

ポークピカタ 680yen

サーモンとアボカドの生春巻き 780yen

溶岩石ステーキ 880yen

ブリックハウス風アヒージョ 880yen

A LA CARTE　アラカルト

フライドポテト 480yen

オニオンリング 580yen

ポテト&オニオン 580yen

appetizers　おつまみ

ブリックハウス風アヒージョサーモンとアボカドの生春巻き

deep fried　揚げ物

ポテト&オニオン

ブロッコリーの
ペペロンチーノ

あおさの
ゼッポリーネ



A LA CARTE　アラカルト

pupu　ププ＝ハワイ風おつまみ

ハニーマスタードチキン 480yen

バッファローチキン 580yen

チキン南蛮 580yen

アヒポキ 780yen

エビポキ 780yen

ガーリックシュリンプ 780yen

ソーセージとスパムのグリル 780yen

スパムむすび　1ケ250yen  2ケ480yen  3ケ690yen

ハワイアンロングボード 1780yen
ガーリックシュリンプ × モチコチキン × アヒポキ

アイランドミートロングボード 2080yen
溶岩石ステーキ × モチコチキン × 
ソーセージとスパムのグリル

ハワイアンロングボード

アイランドミートロングボード

rice　石川県産米使用

ライス 180yen

ソーセージとスパムのグリル

スパムむすび

●モチコチキン変更（バッファローチキン+100円）（チキン南蛮+100円）



SWEET PANCAKE　スイーツパンケーキ

Frozen DESSAERT　冷たいデザート

ホイップパンケーキ 880yen ハーフ480yen

ティラミスパンケーキ 1080yen ハーフ580yen

ベリーベリーパンケーキ 1080yen ハーフ580yen

マンゴーココナッツパンケーキ 1080yen ハーフ580yen

バニラアイス 380yen

アフォガード 480yen

share course

ストローハウスコース（全6品）
お一人様 2300yen

ウッドハウスコース（全6品）
お一人様 2500yen

  ブリックハウスコース（全7品）
　お一人様 2800yen

Straw house course
各国料理を集めたバラエティコース

Wood house course
隠れた人気のイタリア周遊コース

Brick House Course
BHの魅力を詰め込んだハワイ満喫コース

シラスと海苔のチョレギサラダ／サー
モンとアボカドの生春巻き／ポーク
ジンジャー／ブリックハウス風アヒー
ジョ／チキンオーバーライス／バニラ
アイス

炙りベーコンと温泉卵のシーザーサ
ラダ／あおさのゼッポリーネ／ポーク
ピカタ／マルゲリータ／お好きなパス
タ／アフォガード

ハワイアンコブサラダ／アヒポキ／モ
チコチキン／ガーリックシュリンプ／
溶岩石ステーキ／プレミアムロコモコ
／お好きなデザート

コース飲み放題（90分）　ソフトドリンク 1000円　アルコール 1800円

シェアコース（2名様より承ります）

ティラミス
パンケーキ

マンゴーココナッツパンケーキ

400yen
お得

500yen
お得

バニラアイス
アロハ醤油のアフォガート

300yen
お得


