
 

 

Located in the Sheraton Waikiki 
Phone: 808-931-8392 

Fax: 808-931-8393 
 

Salads 
Caesar Salad  8 
crisp romaine, garlic croutons, parmesan cheese 

Hapa’s House Salad  8 
j.a farms mixed greens & ho farms tomatoes 
 
 
 

Baked Penne Pasta 
creamy alfredo with grilled chicken & fresh spinach 11 
kamuela roasted tomato sauce with house made meatballs 11 
 
 

Hapa’s Specialties 

           Daily: 11:30 AM - 10:00 PM 
Phone orders and take-out available 

These are the pies that everyone is talking, made fresh using the finest local  ingredients. 

Classic Pepperoni  15 
boar’s head pepperoni, mozzarella, homemade tomato sauce 

Meat Lovers 20 
boar’s head pepperoni, salami, Italian sausage, bacon, mozzarella, homemade tomato sauce 

Margherita 18 
fresh mozzarella cheese, kamuela tomatoes, homemade tomato sauce, fresh basil 

Da Big Kahuna   22 
boar’s head pepperoni, salami, italian sausage, bacon, bell peppers, olives, mushrooms, onion, mozzarella, homemade 
tomato sauce 

Crab Dynamite  22 
sriracha mayo marinated crab meat, mozzarella, onions, green onions, furikake, kabayaki sauce 

Garlic Chicken  20 
grilled chicken, blue cheese marinated artichoke, farm fresh spinach, confit garlic  cloves 

Truffle Mushroom  22 
shitake, honshimeji, and button mushrooms, truffle buschetto cheese, truffle oil drizzle, housemade tomato  sauce 
Hawaiian 18   
Pineapples, Hawaiian Pulled Pork, homemade tomato sauce 

 
 
 
 

Build Your Own 
Hand-tossed built with mozzarella cheese and your sauce choice of creamy alfredo or kamuela roasted  tomato 

Hand- tossed Pie 14 

Baked Penne Pasta 9 

Additional  ingredients 2 
kamuela tomatoes 
blue cheese marinated artichokes 
red bell peppers 
green bell peppers 
mushrooms 
olives 
parmesan cheese         
mozzarella cheese 

Gourmet additions 3.5 
boar’s head pepperoni 
italian sausage 
grilled chicken 
bacon 
house made meatballs 
fresh mozzarella 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

Located in the Sheraton Waikiki 

Phone: 808-931-8392 

Fax: 808-931-8393 

 

 

         Daily: 11:30 AM - 10:00 PM 

Phone orders and take-out available 

 

Salads サラダ 

Caesar Salad  シーザーサラダ 8 
ロメインレタス、ガーリッククルトン、パルメザンチーズ 

Hapa’s House Salad  ハパスハウスサラダ  8 
ハワイ島JA ミックスグリーン野菜＆オアフ島ホー農園のトマト 

 

 

Baked Penne Pasta ベイクドペンネパスタ-ペンネパスタのオーブン焼き風： 

creamy alfredo with grilled chicken & spinach クリーミーアルフレッド（ホワイトソース）、グリルチキン＆ほうれん草 11 

kamuela tomato sauce with meatballs  ローストしたハワイ島カムエラ産トマトのソースと自家製ミートボール入り  11 

 
 

Hapa’s Specialties  ハパスお奨めスペシャル 
地元直送食材をふんだんに使用した当店自慢、自家製生地の特製ハンドメイドピザ各種： 

Classic Pepperoni クラシックペパロニ  15 
ボアーズ ヘッド ペパロニ、モッツァレラチーズ、自家製トマトソース 

Meat Lovers ミートラヴァーズ  20 
ボアーズ ヘッド ペパロニ、サラミ、イタリアン ソーセージ、ベーコン、モッツァレラ チーズ、自家製トマトソース 

Margherita  マルゲリータ    18 
フレッシュ  モッツァレラチーズ、ハワイ島カムエラ産トマト、自家製トマトソース、フレッシュバジルの葉 

Da Big Kahuna  ダ・ビッグ・カフナ        22 
ボアーズ ヘッド  ペパロニ、サラミ、イタリアン ソーセージ、ベーコン、ピーマン、オリーブ、マッシュルーム、オニオン、モッツァレラ チーズ、自家製トマトソース 

Crab Dynamite クラブダイナマイト  22 
カニのピリ辛チリマヨソース、モッツァレラチーズ、オニオン、青ネギ、ふりかけ、かば焼きソース 

Garlic Chicken ガーリックチキン     20 
グリル  チキン、アーティチョークのブルーチーズマリネ、ほうれん草、にんにくのコンフィ 

Truffle Mushroom トラッフル マッシュルーム 22 
シイタケ、本シメジ、マッシュルーム、トリフ風味のブシェットチーズ、トリフオイル、自家製トマトソース 

Hawaiian ハワイアン 18 
パイナップル、プルドポーク、トマトソース 

 

 

Build Your Own  “ビルド・ユア・オウン”   お好みピザ、またはペンネパスタ 
クリーミーアルフレッドソース（ホワイトソース）、またはカムエラローストトマトソースよりお選び下さい。※どちらにもモッツァレラチーズトッピングがつきます。 

Hand-Tossed Pie  ハンド・トスド・パイ（ピザ）14 Baked Penne Pasta  ベイクドペンネパスタ 9 

Additional ingredients 追加トッピング 2 
kamuela tomatoes ハワイ島カムエラ産のトマト 

artichokes アーティチョークのブルーチーズマリネ 

red bell peppers 赤ピーマン 

green bell peppers ピーマン 

mushrooms マッシュルーム 

olives オリーブ 

parmesan cheese パルメザンチーズ 

mozzarella cheese モッツァレラチーズ 

Gourmet additions 追加トッピング 3.5 
boar’s head pepperoni ボアーズ ヘッド ペパロニ 

italian sausage  イタリアン  ソーセージ 

grilled chicken グリル チキン 

bacon ベーコン 

house made meatballs 自家製ミートボール 

fresh mozzarella フレッシュ モッツァレラ 

 

 
 


