ハロウィン限定！！
とってもかわいい
ハロウィンパンケーキ！
期間限定なのでお早めに♪

ハロウィンスパイダーパンケーキ
HALLOWEEN SPIDERPANCAKES ￥1,280
ハロウィン限定！
とってもかわいいスパイダーパンケーキが
新発売！キュートなコウモリさんと一緒に
ハロウィンを楽しもう！

MOKE’ S MENU

mokeʼsから期間限定スペシャルメニューが発売！

期間限定！！
リンゴをまるまる 1 個使用した、
贅沢なリンゴパンケーキが登場

リンゴパンケーキ
APPLE PANCAKES

￥1,450

リンゴをまるまる 1 個使用した、贅沢なリン
ゴパンケーキが登場！あまいリンゴとパン
ケーキの相性は抜群！期間限定なのでお早
めに♪

ハワイの日刊紙「ホノルル・スター・アドバタイザー」紙が開催している
レストラン・グルメ大賞 イリマアワード受賞

TAKE OUT
お持ち帰りできます

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

平日学割やってます！

FREE WI-FI

10 ％ OFF!!

学生のみ！写真付き学生証のご提示お願いします。

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

SANDWICHS

おすすめ

ポテト付き

アボカドチーズビーフエッグサンド

大きなビーフサンド

大人気のアボカドとチーズの相性が抜群のモケスおす
すめ商品♪

ボリューム満点！ジューシーな肉厚のビーフパティ 5
枚に、アボカド、ベーコン、玉子、チーズなどもりだ
くさんにサンドしました！

BIG BEEF SAND

単品 ￥1,280 / ダブルパティ +￥600

サンドウィッチ

ポテト付き

てりたまチキンサンド

TERITAMA CHICKEN SAND ￥1,080

単品 ￥880

タマゴと野菜をふんだんに使ったヘルシーで美味しい
サンドウィッチ♪

ポテト付き

濃厚チェダーチーズビーフエッグサンド
RICH CHEDDAR CHEESE
BEEF EGG SAND

単品 ￥1,080 / ダブルパティ +￥600

￥1,280

濃厚チェダーチーズとビーフパティ、タマゴの組み合
わせが最高に美味しいサンドウィッチ♪

ポテト付き

AVOCADO CHEESE BEEF EGG SAND ￥1,480

ポテト付き

ポテト付き

ダブルベーコンビーフエッグサンド
DOUBLE BACON BEEF
EGG SAND

￥3,200

やみつきスモーク ツナサンド

￥1,480

SMOKED TUNA SAND

￥1,380

単品 ￥1,280

単品 ￥1,180 / ダブルパティ +￥600

ツナと野菜が相性抜群のハワイで大人気のサンドウィッチ！

ビーフパティとさらにダブルベーコンを使った、とっ
てもジューシーなサンドウィッチ♪

ポテト付き

ポテト付き

アボカドベジタブルサンド

UMAMIビーフエッグサンド

単品 ￥880

単品 ￥980 / ダブルパティ +￥600

大人気のアボカドと野菜をふんだんに使ったヘルシー
なサンドウィッチ。

名前の通りタマゴとお肉の組み合わせで
最高のうまみを引き出しました♪

AVOCADO VEGETABLE SAND ￥1,080

ポテトは
サラダに変更可能

UMAMI BEEF EGG SAND

￥1,180

TAKE OUT
お持ち帰りできます

DRINKSET +¥280
ビーガンサンド
VEGAN SAND

￥1,080

ポテト付き

今流行のビーガン。とってもヘルシーで美味しいモケ
スオススメサンドウィッチ♪

・コカ・コーラ

・ジンジャーエール

・ホットティー

・コカ・コーラゼロ ・スパークリングウォーター

・アイスティー

・メロンソーダ

・ブレンドコーヒー

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

・オレンジジュース

(ホット・アイス)

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

数量限定エッグベネディクト

目玉焼きとジューシーなチキンの組み合わせが最高に
美味しいチキンプレート♪

今流行のエッグベネディクト♪
数量限定なのでお早めに！

TERI TAMA CHICKEN PLATE

￥980

￥1,480

EGGS BENEDICT

特製ダレ付き
モチコチキンプレート
MOCHIKO CHICKEN PLATE

4個 ￥1,180 / 7個 ￥1,580
カリっとジューシーなもちこチキンをプレートに！
特製のタレをつけてめしあがれ♪

ご飯大盛り無料
おすすめ

REGULAR MENU

てりたまチキンプレート

AVOCADO SARADA PANCAKES ￥1,080

オノ ロコモコ
ONO LOCO MOCO

サラダとパンケーキは相性抜群！フレッシュでとって
もヘルシーなパンケーキです♪

ダブルパティ +￥600

￥1,280

アボカドグリーンサラダ

コブサラダ

大人気のアボカドとフレッシュ野菜のモケスオススメ
サラダ♪

具だくさんで彩りもとっても鮮やか♪
栄養バランスもとってもいいので是非食べてみてください♪

AVOCADO SALAD

￥780

￥1,000

COBB SALAD

抹茶グリーンボール

MATCHA BALL SALAD

￥880

フルーツをたっぷり使いヘルシーで身体に良い、モケ
スイチオシメニュー♪

TAKE OUT
お持ち帰りできます

目玉焼きはオーダーミディアム（良く焼き）
での
ご提供となります。

モチコチキン

MOCHIKO CHICKEN

天使のポテト
プレーン

FRIES

S ￥350 L ￥680

4個 ￥580 / 7個 ￥980

チーズ

カリっとジューシーなもちこチキン！
モケス定番メニューです♪

サクッとジューシーな天使のポテト♪
あなたはプレーン派？チーズ派？

S ￥450 L ￥880

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

平日学割やってます！

10 ％ OFF!!

学生のみ！写真付き学生証のご提示お願いします。

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

レギュラーメニュー

アボカドサラダパンケーキ

PANCAKES

おすすめ

パンケーキ

ストロベリーブロンド
STRAWBERRY BLONDE

￥1,800

可愛すぎるパンケーキが新登場♪
SNS 映えはもちろん、味もとっても美味しいモケスお
すすめパンケーキ♪

ピンクシェイカー
PINK SHAKER

￥680

PINK で可愛いバナナミルクシェイク（レッドビーズ）& ホイップクリームが新発売！
女の子らしさいっぱいのピンクシェイカー、ぜひ一度飲んでみてくださいね♪

リリコイパンケーキ
LILIKOI PANCAKES

アイスバナナパンケーキ

￥1,280

ICE BANANA PANCAKES

リリコイ（ハワイ語でパッションフルーツ）ソースがたっ
ぷりかかったパンケーキ。人気 No.1 メニューです♪♫

￥1,200

バナナとアイスクリームがとっても合う美味しいバナ
ナパンケーキ♪

TAKE OUT
お持ち帰りできます

※ホイップクリーム、バナナの入るメニューは
お持ち帰りできません。

平日学割やってます！

マカダミアナッツパンケーキ

バナナパンケーキ

風味豊かなマカダミアナッツソースをかけたパンケーキ♪

たっぷりバナナを生地に入れて焼き上げたパンケーキ♪

MACADAMIA NUT PANCAKES

￥980

バナナマカダミアナッツパンケーキ

BANANA MACADAMIA NUT
PANCAKES

￥1,200

BANANA PANCAKES

10 ％ OFF!!

学生のみ！写真付き学生証のご提示お願いします。

￥900

バナナリリコイパンケーキ

BANANA LILIKOI PANCAKES ￥1,480

バナナ入りの生地にリリコイソースをかけました♪

オーダーをいただいてから丁寧に焼き上げるため
2０分以上お時間がかかることもございます。
ご了承ください。

バナナいりの生地にマカダミアナッツソースをかけました♪

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

UNICORN PANCAKES

パンケーキ

ユニコーンパンケーキ

￥1,480

ユニコーンカラーのコンデンスミルクソースとコーン
の一角がかわいいパンケーキ♪

ホイップオレオのパンケーキ

いちごみるくパンケーキ

オレオのサクサク感とふわふわなパンケーキが相性抜
群の美味しいパンケーキ♪

練乳いりのクリームとフレッシュないちご。
可愛さとおいしさを堪能してください♪

WHIPPED OREO PANCAKES

プレーンパンケーキ
PLAIN PANCAKES

￥980

PANCAKES

おすすめ

STRAWBERRY MILK PANCAKES ￥1,200

￥750

ふんわりパンケーキをバターとメイプルシロップでシン
プルにどうぞ♪※テイクアウトではバターはお付けでき
ません。

キッズドリンク付き

BIRTHDAY PLAN
バースデイパンケーキ
BIRTHDAY PANCAKES ￥2,400
お誕生日などにぴったりのパンケーキ。
サプライズにメッセージをお入れできます♪
一年に一度の大切な日を
moke’
s でお祝いしませんか？

キッズパンケーキ
KIDS PANCAKE SET

￥500

前々日までのご予約を
お願いいたします。

お子様用のミニサイズのパンケーキ。キッズサイズの
オレンジジュースまたはミルクをおつけします♪

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

DRINKS

SOFT DRINKS
ANGEL LEMONADE
生レモンにたっぷり浸けた
無添加自家製レモネード

M

天使のレモネード
ORIGINAL LEMONADE

天使のレモネードソーダ
LEMONADE SODA

ドリンク

天使のホットレモネード
HOT LEMONADE

天使のレモネードサワー
LEMONADE SOUR

VEGAN DRIN

特製濃厚ハニー生バナナ

ピンクドリーム

￥680

PINK DREAM

ブルーラグーン

￥680

BLUE LAGOON

豆乳・ココナッツミルク , カルシウム、食物繊維、オメガ 3
脂肪酸、鉄分、亜鉛、マグネシウムなど美容と健康、そして
ダイエットに効果的と話題のチアシード

L

￥460

￥630

￥460

￥630

￥460
￥580

￥760

マンゴードリンク
￥680

オリジナル

ORIGINAL

スピルリナ

SPIRULINA ￥680

アミノ酸。ビタミン・βカロテン・ミネラル食物繊維
など 50 種以上の健康栄養成分を含む藻の一種。話題の
スーパーフードです。

レッドビーツ RED BEET ￥680

ココナッツマンゴーミルク
COCONUT MANGO MILK
￥650
SMOOTHIE

マンゴースムージー
MANGO SMOOTHIE

￥650

マンゴーを使った美味しい２種類のスムージー♪

美容・健康をサポートする野菜ビーツたっぷり

100％ジュース

100％JUICE ￥450

( オレンジ・パイナップル・マンゴー・グァバ )

ミルク

MILK

（ホット・アイス）

メロンソーダフロート

￥380

MELON SODA FLOAT

￥580

CORA FLOAT

￥580

COFFEE FLOAT

￥580

コーラフロート

コーヒーフロート

コカコーラ
COCA CORA

コカコーラゼロ
COCA COLA ZERO

メロンソーダ

かわいいアヒルのハワイアンソーダ
￥380
￥380

MELON SODA

￥380

SPARKLING WATER

￥380

GINGER ALE

￥380

スパークリングウォーター
ジンジャーエール

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

ブルーBLUE ピンクPINK

￥600

TAKE OUT
お持ち帰りできます

平日学割やってます！

10 ％ OFF!!

学生のみ！写真付き学生証のご提示お願いします。

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

MOKE’ S COFFEE

￥380

AMERICAN COFFEE

￥380

アメリカンコーヒー
アイスコーヒー

MOKE’ S ICE COFFE

カフェラテ （ホット・アイス）

コーヒー ホイップ（ホット・アイス）

キャラメルマキアート（ホット・アイス）
￥480

カフェラテ ホイップ

￥430

CAFE LATTE

CARAMEL MACCHIATO

￥380

WHITE COCONUT CREAM

￥550

白茶をベースとした甘い芳醇な香りが広がるトロピカル
なブレンドです。軽いボディーとクリーミーな風味で、
アメリカで一番人気商品です♪

チョコレートモンキー
CHOCOLATE MONKEY

※HERB TEA、HAWAIIAN ISLANDS TEA はお湯1杯無料！

￥530

LATTE WHIP

￥580

ROYAL MILK TEA

￥430

ロイヤルミルクティー

￥550

豊かで滑らかな味わいのチョコレートの香りの中に隠し
味としてスパイシーなピンクペッパーをプラス。
甘いバナナの香りとのハーモニーが絶妙です♪

オーガニック アップルパイ

￥550

ORGANIC APPLE PIE

りんご、シナモン、ジンジャー、ほのかなココナッツ。
この絶妙な組み合わせがどこか懐かしい、甘いアップル
パイを思い出させます♪

ICE TEA
￥380
HAWAIIAN ISLANDS TEA COMPANY
ハワイアンアイランドティーは、ハワイ No.1 のトロピカルフレー
バーティーです。香り高いフレーバーを持ち、確固とした地位や
評判を築いています。すべてナチュラルな素材で香り付けられて
いるのが特徴です。

ハイビスカス・ハニーレモン
HIBISCUS HONEY LEMON

￥380

TROPICAL MEDLEY

￥380

トロピカル・メドレー
（カフェインフリー）

ココナッツ・マカダミアハーブ
COCONUT MACADAMIA HERBAL ￥380

オーガニック･グリーンティ

￥380

ORGANIC GREEN TEA

※HERB TEA、HAWAIIAN ISLANDS TEA はお湯1杯無料！

ALCOH OL
BEER

生ビール

おすすめ

HEARTLAND

WINE

￥1,180

テキーラベースでピーチピューレ、グレナデンシロップ、
ライムジュース、炭酸で割ったものです。
浮かべるフルーツはグレープフルーツ、オレンジ、
ライムになります♪

オリジナルモヒート
ORIGINAL MOJITO

ジンジャーモヒート
GINGER MOJITO

ベリーモヒート
BERRY MOJITO

￥680
￥730
￥780

ピニャコラーダ
PIÑA COLADA

￥780

MACADAMIA NUT MILK

￥680

マカダミアンナッツミルク

マンゴーマンゴー
MANGO MANGO

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

￥500

コナビール KONA BEER 各￥800
（ビッグウェーブ / ロングボード / ファイヤーロック）

ルアナツインズ （２名様用）

LUANA TWINS

ハートランド

グラスワイン （赤・白）
GLASS WINE

￥600

スパークリングワイン （ハーフボトル）
SPARKLING WINE

￥1,500

ハイボール

HIGHBALL

アヒルのブルーハワイ
DUCK'S BLUE HAWAII

￥580
￥680

￥680

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

ドリンク

ホワイトココナッツクリーム

のハーブティーを提供します。

COFFEE WHIP

アイスティー

HERB TEA

Art of Tea は、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるお茶のブラ
ンドです。最高品質のオーガニック茶葉や紅茶とオーガニックボ
タニカルを、世界中から直接仕入れています。
そして、それらを丁寧にハンドブレンドして作り出された最高級
のお茶は、5 つ星ホテルや有名レストランにもカスタムティーと
して提供されています。

DRINKS

ブレンドコーヒー

INFORMATION

飲み放題 120分

お一人様 ￥1,800

ハッピーアワー 17:00 ~ 19:00 飲み放題 808円
●生ビール / グラスワイン（赤・白） / ハイボール
●カクテル

モヒート/ジンジャーモヒート / ピニャコラーダ / マンゴー
マンゴー / マカダミアナッツミルク

●ソフトドリンク:

コカ・コーラ / コカ・コーラゼロ / ジンジャーエール
スパークリングウォーター / メロンソーダ / グアバ
オレンジジュース / マンゴー / コーヒー（ホット・アイス）
紅茶（ホット・アイス）

PARTY PLAN

飲み放題 + ￥1,500

前々日までのご予約を
お願いいたします。

2000円コース
①グリーンサラダ
②シュリンプと
マンゴーのカクテル

④モチコチキン
⑤ＵＭＡＭＩサンド
（１人前ハーフ）

③天使のポテト

⑥ミニパンケーキ（人数分）

インフォメーション

3500円コース
③天使のポテト

①グリーンサラダ

⑤モチコチキン

⑥ＵＭＡＭＩサンド
②生ハムとアボカドディップの ④シュリンプと
マンゴーのカクテル
トースト添え

⑦ ミニパンケーキ
（人数分）

4500円コース
①コブサラダ
②生ハムとアボガドディップの
トースト添え

③ブロッコリーとトマトの
ガーリックシュリンプ
④スパイシーＯＩＳＨＩＩ
細切りポテト

⑤モチコチキン
⑥タンドリーポーク

⑦濃厚チーズサンド
⑧ミニパンケーキ

ハワイ・カイルアタウンで行列の出来るレストラン
Moke's Bread and Breakfast（モケスブレッドアンドブレックファースト）
Kihapai St

キハバイ・ストリート

BUS STOP

ト

Kailua Rd

ストリー
オネアワ・
St

BUS STOP

Oneawa

ホオライ・ストリート
Hoʼolai St

カイネヘ・ストリート

Kainehe St

◀FreeWay

ワイキキの由緒あるホテル『ハレクラニ』で働いていた

カイルア・ロード

Moke Warren（モケ・ワーレン）が 1999 年にハワイ・カイルアタウンの
中心部にオープンさせたレストランです。家族経営でアットホームな
雰囲気の中、手頃な値段で美味しい家庭的な食事を楽しめます。
Moke's Kailua
27 Ho’ olai Street, Honolulu, HI 96734 TEL.+1-080-261-5565
Shop Opening Hours 6:30 〜 14:00

ノ

島

その他店舗情報

江

･モケス江ノ島店

Terrace Pet OK!!

P
○

※価格は税抜きとなります。 ※お一人様ワンオーダー制とさせていただきます。

片
瀬

ラストオーダー
drink 17:30 food 17:00

●

江
ノ

島

〒251-0036神奈川県藤沢市江ノ島1-6-8
TEL:+81-0466-47-7794

★

とびっちょ

江の島神社

※多くのお客様にご利用いただけますように、混雑時は100分制とさせていただきます。

