
Local Favorites
   14Korean BBQ

   13Pork Belly Sandwich

   15Salmon Tinaktak Sandwich*

   13Grilled Tofu Banh Mi

Korean BBQ

Tinaktak Burger

Pork Belly Sandwich

Grilled Tofu Banh Mi

Burger Station*
   14Tinaktak Burger

   15Loco Moco

   13Classic Burger Champ

Sophisticated
Sandwiches

   12.5Chicken Pesto Panini

   14Shrimp Club*

   13.5Cali Steak Burrito

   12Chicken Carbonara*

   15Steak BLT

Chicken Pesto Panini

Chicken Carbnonara

Cali Steak BurritoSteak BLT

na’talo’åni

   15Chamorro Sausage Fried Rice

Chamorro Sausage 

Salmon Tinaktak Sandwich

Shrimp Club

Loco Moco

Classic Burger Champ

Chocho. Gimen. Na' Magof Hao.

   13

韓国ブルコギBBQサンドウィッチ
코리안 불고기 바비큐 샌드위치

ポークベリーサンドウィッチ　野菜のピクルス入り
삼겹살 샌드위치와 야채피클

サーモンティナクタックサンドウィッチココナッツミルク、ローカ
ルさやえんどう、ローストしたトマト入り
연어 티낙탁 샌드위치   코코넛 밀크, 줄콩, 매콤한 로스트 토마토와 조리 

グリル豆腐のバインミー グアム豆腐を使ったベトナム風サンドイッチ
그릴드 두부 반미  베트남식 괌 두부 샌드위치

チャモロソーセージフライドライス　卵を上にトッピング
챠모로 소시지 볶음밥   에그 토핑

チキンペスト　パニーニ
치킨 페스토 파니니

シュリンプクラブ　パニーニラップ
클럽 파니니 랩

Caliステーキブリトー　パニーニラップ
스테이크 부리또 파니니 랩

チキンカルボナーラ　ガーリックトルティーヤラップ
치킨 카르보나라 갈릭 토티야랩

トーストしたパンに、マリネをしたステーキ、ベーコン、ハーブアイオ
リソース、ボルサミックオニオン、トマト、レタス
스테이크 BLT   양념 스테이크, 베이컨, 허브 아이올리, 발사믹 양파볶음, 
토마토, 양상추

ちょっとお洒落なサンドイッチ
고급 샌드위치

ハンバーガー 버거류

ティナクタックバーガー   ココナッツミルクを使ったビーフパティ、
ローカルさやえんどう、ローストしたトマト
티낙탁 버거  코코넛 밀크 비프 패티, 로컬 줄콩, 구운 토마토, 발사믹 어니언, 
라나 소스

ロコモコ   ライスまたはトーストの上に、ハンバーグと目玉焼き、特製
ソースで仕上げました
로코모코   밥 또는 토스트 위에 햄버거 패티와 그레이비 소스, 써니 사이드업 
에그가 얹어진 요리

クラシックバーガー”Champ”   グアムのハンバーガーフェスティ
バルで優勝した一品です
클래스 버거 챔프   버거페스트 수상 버거 

目玉焼き追加： $2
에그 프라이 추가 +$2

食べて、飲んで、楽しくいこう。

ランチ
점심메뉴

*生肉、または十分に調理されていない肉料理は食中毒などの危険がさらに高まりますので、ご注意ください。
*날것이나 덜 익힌 고기는 식중독의 위험이 있습니다

スパイシー
피카/ 스파이시 베지테리언

ベジタリアン

ローカルに人気 인기 현지메뉴

맛 있 게 드 시 고 , 행 복 하 세 요!

誠に勝 手ながら１０％のサービス料を加算させていただきます。
 10%의 서비스료가 부가됩니다.



Signature Salads
   15Black & Bleu

   13Chicken Provolone

Meat & Rice
Porkbelly Bowl - 12

Bulgogi Bowl - 14

Marinated Tofu Bowl - 12

Star Building | Across from St. John’s School

647- PIKA (7452)
MONDAY - SUNDAY

7:30AM - 3:00PM

Daily  10:30am - 3:00pm

Desserts
7“Not Your Mom’s” Latiya

  6PB&B
Black & Bleu Chicken Provolone

Bulgogi Bowl

We do catering & private parties! 

#PIKASCAFE

Porkbelly Bowl

Marinated Tofu Bowl

Latiya PB&B Panini

Håfa Adai! Welcome to Pika's Café!

Na' gossa hamyo.  Si Yu'os Ma'åse. Bula guinaiya yan megai agradesi,
(Please enjoy. Thank you, lots of love and appreciation)
Si Lenny yan si Pika Fejeran 
Owners

ステーキとブルーチーズのサラダ　レッドワインビネグレットソース
레드와인 비니그레트 소스와 블루치즈가 곁들어진  스테이크 샐러드

チキンプロヴォローネ　ハニーアーモンドとアップル入り　バジルのビ
ネグレットソース
치킨 프로볼로네 샐러드   허니 아몬드 & 애플,  바질 비니그레트 소스가 곁들어진 
치킨 프로볼로네 샐러드

ポークベリー丼 삼겹살 볼

ブルコギ丼 불고기 볼

(特製ソースでマリネした)豆腐丼
양념두부 볼

サラダ 샐러드 どんぶり 밥 요리

デザート 디저트

ピーナッツバター＆バナナサンドウィッチ　自家製ピーナッツバター、
キャラメルバナナ、ハニーアーモンド
피넛버터 바나나 샌드위치    홈메이드 피넛버터, 캐러멜 바나나, 허니 
아몬드와  

ベーコン追加：$1

베이컨 추가 +1

ノットユアマムズ　”ラティーヤ”　ローカルバナナモカのラティーヤ
“낫 유어 맘스” 라티야    로컬 바나나 모카 라티야 

私たちの土地から生まれた新鮮な大地の恵みを、
ぜひ味わってください。そして、店内を見渡して、地
元で作られたユニークな民芸品を楽しんでください
。あなたを取り囲むローカルアートは、私たちの推
薦するアーティストたちにより、今日のアートを演出
しております。グアム島ならではのおもてなしを、い
つでもご提供できるよう、お待ちしております。

当店にお越しいただきありがとうございます。どうぞ
お食事をお楽しみになり、そして私たちの島をエン
ジョイして下さい。

피카스 카페는 가능한 가장 신선한 현지 재료를 구하고 
현지 농부들의 생계를 보장하며 수입에 의존하는 식료품 
의존 상황을 개선하고자 하는 노력을 하고 있고 이런 
로컬과의 상생이 결국 모두의 윈윈 상황이라고 믿고 
있습니다. 결국 건강에도 좋고 괌 가정에도 도움이 되죠. 
가급적 우리 현지 음식과 괌을 이해하도록 노력해 주세요. 

Endless Tea & Tang

Milk & Juice 

GIMEN

Hot & Iced 

Pineapple  パイナップル  파인애플  •  Mango  マンゴー   망고
 Raspberry ラズベリー  라즈베리  •  Guava  グァバ  구아바

  Passion Fruit  パッションフルーツ  패션프루트  •  Cherry  チェリー   체리
Strawberry  ストロベリー  딸기  •  Bob Marley  ボブマーリー   밥 말리
Blueberry ブルーベリー   블루베리  •  Banana   バナナ   바나나 
Watermelon スイカ  수박  •  Surprise  サプライズ  서프라이즈

お代わり無料のティーまたはタング（フレーバージュース） 무료리필 되는 티 & 탱 (주스) 
3 オリジナル 오리지널 4.50 フレーバー 플레이버

Juice  ジュース  쥬스： Orange  オレンジ  오렌지Apple  アップル  애플
Milk  ミルク  밀크： Chocolate  チョコレート  초콜렛
Strawberry  ストロベリー   딸기  •  Soy  豆乳  소이 밀크

Earl Grey Organic Tea   アールグレーオーガニックティー   얼그레이 오가닉 티  3 
Coffee  コーヒー  커피  3  •  Green Tea  グリーンティー  그린티  3

 Hot Chocolate   ホットチョコレート   핫 쵸콜릿  3.5
Chai Tea  チャイティー   차이 티   4.5  •  Soda  ソーダ  소다수  2

(S) スモール   •  스몰 3 (L)ラージ   •  라지 5

콤보메뉴 딜! 데일리 사이드 메뉴 중 한가지와 무한리필 티 또는 탱 추가 +$7

プラス7ドルでコンボセットにできます！ 
日替わりサイドオーダーを１つお選びください。 おかわり無料のティーまたはタング付き。

ドリンク 음료


