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 ポテト付き

AVOCADO CHEESE BEEF EGG SAND ￥1,480

BIG BEEF SAND ￥3,200
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単品 ￥1,280 / ダブルパティ +￥600
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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
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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

Ớෘ࠴ࠚ࠳࠴࠭ߣࡆࡈࡄ࠹ࠖ࠲ޔ
ࡑࠧߩ⚵ߺวࠊߖ߇ᦨ㜞ߦ⟤ߒࠨ
ࡦ࠼࠙ࠖ࠶࠴ۭ

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

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
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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
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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
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・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。

土日祝日限定

WEEKENDS & NATIONAL HOLIDAYS ONLY
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数量限定エッグベネディクト

￥1,480

EGGS BENEDICT

抹茶グリーンボール

MATCHA BALL SALAD

￥880
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ご飯大盛り無料
おすすめ

COBB SALAD

オノ ロコモコ
ONO LOCO MOCO

￥1,000
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ダブルパティ +￥600

￥1,280

Healthy

特製ダレ付き
モチコチキンプレート

てりたまチキンプレート

アボカドグリーンサラダ

4個 ￥1,180 / 7個 ￥1,580
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MOCHIKO CHICKEN PLATE

TERI TAMA CHICKEN PLATE

￥980
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࠻ߦ㧋․ߩ࠲ࠍߟߌߡߒ߇ࠇۭ

絶品☆UMAUMA ポテト

AVOCADO SALAD

￥780

FRIES

TAKE OUT
お持ち帰りできます
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揚げたてサクサク♪

モチコチキン

MOCHIKO CHICKEN

プレーン
チーズ

4個 ￥580 / 7個 ￥980

スパイシーガーリックポテト
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細切りバジルソースポテト

※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。

S ￥350 L ￥680

S ￥450 L ￥880

S ￥380 L ￥700
S ￥450 L ￥880

平日学割やってます！

10 ％ OFF!!
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※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

コブサラダ

REGULAR MENU

ࡕ࠾ࡦࠣߦ߅ߔߔۭ

PANCAKES

おすすめ

パンケーキ

ストロベリーブロンド

STRAWBERRY BLONDE
￥1,800
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ピンクシェイカー

PINK SHAKER
￥680
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バナナパンケーキ

BANANA PANCAKES
￥900
ߚߞ߲ࠅࡃ࠽࠽ࠍ↢ߦࠇߡ߈ߍ
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リリコイパンケーキ

LILIKOI PANCAKES ￥1,280
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バナナリリコイパンケーキ

BANANA LILIKOI PANCAKES ￥1,480
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TOPPING
･ホイップクリーム

REGULAR
WHIPPED CREAM REGULAR
￥200円

･ホイップクリーム

EXTRA LARGE
WHIPPED CREAM EXTRA LARGE
￥400円

･アイスクリーム
ICE CREAM
￥300円

おすすめ

マカダミアナッツパンケーキ

MACADAMIA NUT PANCAKES ￥980
㘑⼾߆ߥࡑࠞ࠳ࡒࠕ࠽࠶࠷࠰ࠬࠍ߆
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バナナマカダミアナッツパンケーキ

BANANA MACADAMIA NUT
PANCAKES
￥1,200
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モ ケ ス では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 。

※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

PANCAKES

おすすめ

￥1,480
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キッズパンケーキ

KIDS PANCAKE SET
￥500
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プレーンパンケーキ
PLAIN PANCAKES

いちごみるくパンケーキ

STRAWBERRY MILK PANCAKES ￥1,200
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￥750
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平日学割やってます！

10 ％ OFF!!
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TAKE OUT
お持ち帰りできます

BIRTHDAY PLAN
バースデイパンケーキ
BIRTHDAY PANCAKES ￥2,400
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モ ケ ス で は 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。

※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

DRINKS
ANGEL LEMONADE
↢ࡕࡦߦߚߞ߲ࠅᶐߌߚ
ήᷝട⥄ኅࡕࡀ࠼

天使のレモネード

ORIGINAL LEMONADE

天使のレモネードソーダ
LEMONADE SODA

天使のホットレモネード

ドリンク

HOT LEMONADE

天使のレモネードサワー
LEMONADE SOUR

VEGAN DRINＫ

ピンクドリーム
PINK DREAM

ブルーラグーン
BLUE LAGOON

M

L

￥460

￥630

￥460

￥630

￥460
￥580

￥760

SMOOTHIE

ココナッツマンゴーミルク
スムージー

￥680

COCONUT MANGO MILK
SMOOTHIE

￥680

⼺ࠦࠦ࠽࠶࠷ࡒ࡞ࠢ  ࠞ࡞ࠪ࠙ࡓޔ
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￥650

特製濃厚ハニー生バナナ

￥680

HONEY BANANA

マンゴースムージー

MANGO SMOOTHIE
￥650
ࡑࡦࠧࠍߞߚ⟤ߒ㧜⒳㘃ߩ
ࠬࡓۭࠫ

SOFT DRINＫ
100％JUICE ￥450
ࠝࡦࠫࡄࠗ࠽࠶ࡊ࡞ࡑࡦࠧࠣࠔࡃ

100％ジュース
ミルク MILK
㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
コカコーラ
COCA CORA

コカコーラゼロ
COCA COLA ZERO

FLOAT

メロンソーダフロート
MELON SODA FLOAT

コーラフロート

メロンソーダ
￥580

CORA FLOAT

￥580

COFFEE FLOAT

￥580

コーヒーフロート

MELON SODA

ジンジャーエール
GINGER ALE

￥380
￥380
￥380

※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

￥380
￥380

スパークリングウォーター
SPARKLING WATER

かわいいアヒルのハワイアンソーダ

￥380

平日学割やってます！

10 ％ OFF!!
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※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。
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￥680

DRINK ME

（イチゴラテタピオカ）

DRINKS

おすすめ

TAPIOCA DRINK

￥680

⥄ኅߩࡠࠗࡗ࡞ࡒ࡞ࠢ࠹ۭࠖ

ASIAN MOOD

（ロイヤルミルクティータピオカ）

ドリンク

ブレンドコーヒー

￥380

MOKE’ S COFFEE

アメリカンコーヒー
AMERICAN COFFEE

￥380

MOKE’ S ICE COFFE

￥380

アイスコーヒー
アイスティー

￥380

ICE TEA

ホットティー 㧒ࠕ࡞ࠣࠗ㧓
HOT TEA

カフェラテ 㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
CAFE LATTE

￥430

SOYMILK LATTE

￥480

豆乳ラテ 㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓

キャラメルマキアート㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
￥480

CARAMEL MACCHIATO

ロイヤルミルクティー㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
￥430

ROYAL MILK TEA

コーヒー ホイップ㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
COFFEE WHIP

￥530

LATTE WHIP

￥580

カフェラテ ホイップ 㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
ロイヤルミルクティー㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
ホイップ
￥580
ROYAL MILK TEA WHIP

￥380

HAWAIIAN ISLANDS TEA COMPANY

ハイビスカス・ハニーレモン
HIBISCUS HONEY LEMON

トロピカル・メドレー
TROPICAL MEDLEY

￥380

ハニードリンク

￥380

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
ORGANIC GREEN TEA

￥380

ハニーコーヒー㧒ࡎ࠶࠻㧓

￥430

ハニーラテ㧒ࡎ࠶࠻㧓

￥480

HONEY COFFEE

㧒ࠞࡈࠚࠗࡦࡈ㧓
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※HAWAIIAN ISLANDS TEA はお湯1杯無料！

HONEY LATTE

ハニー豆乳ラテ㧒ࡎ࠶࠻㧓

HONEY SOYMILK LATTE

¥530

ALCOH OL
BEER

生ビール

HEARTLAND

コナビール

ハートランド
￥500

KONA BEER ฦ￥800

㧒ࡆ࠶ࠣ࠙ࠚࡉࡠࡦࠣࡏ࠼ࡈࠔࠗࡗࡠ࠶ࠢ㧓

WINE

オリジナルモヒート
ORIGINAL MOJITO

￥680

BERRY MOJITO

￥780

ベリーモヒート

ピニャコラーダ
PIÑA COLADA

ハイボール

HIGHBALL

※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。

￥780
￥580

グラスワイン 㧒⿒⊕㧓
GLASS WINE

￥600

スパークリングワイン 㧒ࡂࡈࡏ࠻࡞㧓
SPARKLING WINE

￥1,500

※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。

INFORMATION

17:00 ~ 19:00 1杯 300円 均一

HAPPYHOUR

飲み放題 120分

お一人様 ￥1,800

●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 / コーヒー㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓
紅茶㧒ࡎ࠶࠻ࠕࠗࠬ㧓

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
ԛࡕ࠴ࠦ࠴ࠠࡦ
Ԝ㧿㧷㧫㧷㧳ࠨࡦ࠼
ޓ㧒㧛ੱ೨ࡂࡈ㧓

Ԙࠣࡦࠨ࠳
ԙࠪࡘࡦࡊߣ
࡞࠹ࠢࠞߩࠧࡦࡑޓ
Ԛᄤߩࡐ࠹࠻

ԝࡒ࠾ࡄࡦࠤࠠ㧒ੱᢙಽ㧓

インフォメーション

3500円コース
Ԛᄤߩࡐ࠹࠻

Ԙࠣࡦࠨ࠳

Ԝࡕ࠴ࠦ࠴ࠠࡦ

ԝ㧿㧷㧫㧷㧳ࠨࡦ࠼
ԙ↢ࡂࡓߣࠕࡏࠞ࠼࠺ࠖ࠶ࡊߩ ԛࠪࡘࡦࡊߣ
࡞࠹ࠢࠞߩࠧࡦࡑޓ
࠻ࠬ࠻ᷝ߃

Ԟ ࡒ࠾ࡄࡦࠤࠠ
ޓ㧒ੱᢙಽ㧓

4500円コース
Ԙࠦࡉࠨ࠳
ԙ↢ࡂࡓߣࠕࡏࠟ࠼࠺ࠖ࠶ࡊߩ
࠻ࠬ࠻ޓᷝ߃

Ԛࡉࡠ࠶ࠦߣ࠻ࡑ࠻ߩ
ࡊࡦࡘࠪࠢ࠶ࠟޓ
ԛࠬࡄࠗࠪ㧹㧳㧽㧲㧳㧳
⚦ޓಾࠅࡐ࠹࠻

Ԝࡕ࠴ࠦ࠴ࠠࡦ
ԝ࠲ࡦ࠼ࡐࠢ

ԞỚෘ࠴࠭ࠨࡦ࠼
ԟࡒ࠾ࡄࡦࠤࠠ

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）
.LKDSDL6Wؙय़ঁংॖ؞५ॺজॺش
५ॺজ ␗
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BUS STOP
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BUS STOP

Oneawa

ड़ছॖ؞५ॺজ ␗ॺ
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Kainehe St
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ਛᔃㇱߦࠝࡊࡦߐߖߚࠬ࠻ࡦߢߔޕኅᣖ⚻༡ߢࠕ࠶࠻ࡎࡓߥ
㔓࿐᳇ߩਛޔᚻ㗃ߥ୯Ბߢ⟤ߒኅᐸ⊛ߥ㘩ࠍᭉߒ߹ߔޕ
Moke's Kailua
27 Ho’ olai Street, Honolulu, HI 96734 TEL.+1-080-261-5565
Shop Opening Hours 6:30 〜 14:00
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その他店舗情報



･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。

ൺ


ছ५ॺड़شॲش
drink 17:30 food 17:00
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ਣ

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

★

धलढठॆ

भਣઋ

※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。

