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Loco MocoLoco Moco

ライスは全て、白米 / 雑穀米どちらかお選びいただけます。

King Loco Moco
肉厚ハンバーグを贅沢に二枚乗せ！
大満足間違いナシ！
2 種類のソースからお選びください。

KINGロコモコ
¥2,000

HANAO’sSPECIAL MENU

Hanao’s 
Avocado Cheese Sauce
Loco Moco

HANAO’S 
アボカドチーズソースロコモコ

¥1,700
（税込）¥1,870

（税込）¥2,200

プレーンのロコモコにアボカドとチーズをプラス。
ハワイ気分を味わいたい方にオススメ！
2 種類のソースからお選びください。

ハナオカフェといえばコレ！
ハワイの定番ローカルフードです。
2 種類のソースからお選びください。

Hanao’s  Original Loco Moco
HANAO’S オリジナルロコモコ

¥1,500
（税込）¥1,650

グレービーソース or デミグラスソースグレービーソース or デミグラスソース

グレービーソース or デミグラスソース

グレービーソース or デミグラスソース



テリヤキ or ハワイアンBBQ

Huli Huli Chicken Plate Mochiko Fried Chicken Plate

Garlic Shrimp Plate Steak Plate

※画像はロコモコ・ロミロミサーモン

フリフリチキンはハワイ風テリヤキチキン。
2 種類のソースからお選びください。

ガーリックシュリンプが有名なハワイのオアフ島・ノースショア風ガー
リックソースが食欲そそる一品！

赤身肉のステーキで大満足のご馳走プレート！

モチコとはもち米のことで、米粉を衣にしたハワイ風の唐揚げです。
お好みでスイートチリソースをつけてお召し上がりください。

フリフリチキンプレート

ガーリックシュリンププレート

モチコ フライドチキンプレート

ステーキプレート

¥1,400¥1,400

¥1,600 ¥1,900

Hawaiian
Plate

HANAO’s

SPECIAL MENU

（税込）¥1,540

（税込）¥1,760 （税込）¥2,090

（税込）¥1,540

Hawaiian Half Plate
ロコモコ / モチコチキン / ロミロミサーモン / アヒポキ
より２品お選びいただけます。

ハワイアンハーフプレート
¥1,700

（税込）¥1,870



ロミロミサーモンライスボール
¥1,200ロミロミはハワイ語で揉むことを意味します。

野菜とサーモンを塩などで揉んだハワイの
ローカルフードです。

（税込）¥1,430 （税込）¥1,760

（税込）¥2,090

テリヤキ or ハワイアンBBQ

BurgerBurger

KINGバーガー
Huli Huli Chicken Burger Avocado Bacon Cheese Burger King Burger

アボカドベーコン
チーズバーガーフリフリチキンバーガー

香ばしいチキンに甘じょっぱい
ソースがやみつきに！
２種類のソースからお選びください。

大満足間違いなし！
お肉と野菜のコンビネーション抜群の
バーガーです。

肉厚ハンバーガーを贅沢に二枚乗せ！
幸せが口いっぱいに広がります。
　¥1,300 ¥1,600

¥1,900

アヒポキライスボール

¥1,300

アヒはハワイ語でマグロ。
ごま油香るアヒポキが
ごはんにもよく合います。

（税込）¥1,430

（税込）¥1,320

Rice bowl
Lomi Lomi Salmon Rice B

ow

l

HANAO’sSPECIAL MENU

卵黄付き

Ahi Poke Rice Bowl

Hanao Burger
HANAOバーガー
肉厚ハンバーグ・トマト・レタス・オニオンに
オリジナルコブソースをたっぷりかけた、
ベーシックなハンバーガーです。

¥1,400
（税込）¥1,540



Hamburger steak with demi-glace sauce Egg hamburger steak
ハンバーグデミグラスソース エッグハンバーグ

ベーコンとチーズソースのハンバーグ

150g

150g 150g

Bacon and Hamburger steak with Cheese Sauce

¥1,500¥1,400

¥1,600

ビックアイランドハンバーグ

300g

Big Island Hamburger Steak
¥1,800

グラスフェッド
サーロインステーキ

200g

¥1,800
Grassfed Sirloin Steak

Meat

グラスフェッドビーフ
自然の環境で放牧され、牧草のみで飼育された牛のことを「グラスフェッドビーフ
( 牧草飼育牛肉 )」と呼びます。 肉質は赤身が多くお肉本来の味わい・香りをお
楽しみいただけます。

ライス 【小】
Small

  ¥165

【中】
Midium

  ¥275

【大】
Large

  ¥330

RICE

（税込）¥1,540

（税込）¥1,760

（税込）¥1,980

（税込）¥1,650

（税込）¥1,980

HawaianMeat Special
ビーフステーキ・フリフリチキン・ソーセージ
全部乗せの贅沢プレート。
みんなでシェアにもぴったりです。

ハワイアンミートスペシャル
¥3,700

（税込）¥4,070

ハンバーグは全て北海道産ビーフ１００％です。



TEPPAN
スパムステーキ
これぞローカルフード！
塩っけがおつまみに最適です。

Teppan Spam Steak
¥1,000

�il�il

クリスピーポテトフライ モチコ フライドチキン ローディッドフライ
ベーコンチーズ

TEPPAN
ソーセージグリル
皮はパリッと中はジューシー！
熱々を召し上がれ。
　

Teppan Grilled Sausage

Crispy Potato Fries Mochiko Fried Chicken Loaded FriedBacon
Cheese

¥1,100

TEPPAN
フリフリチキン
香ばしいチキンに甘じょっぱい
ソースがやみつきに！
２種類のソースからお選びください。

Teppan Huli Huli Chicken
¥1,200

¥700 ¥800

Fried
（税込）¥1,320 （税込）¥1,100

（税込）¥770 （税込）¥880
¥900
（税込）¥990

（税込）¥1,210

テリヤキ or ハワイアンBBQ

Garlic shrimp
ガーリックシュリンプ

10P6P

香ばしい海老の風味とノースショア風ガーリックソースが最高
の組み合わせ！

¥1,700¥1,400
（税込）¥1,540 （税込）¥1,870



オリジナルコブサラダ

¥1,000 ¥1,100

カリカリスパムの
シーザーサラダ
サラダの王道シーザーサラダに
カリカリスパムをトッピング！

ロミロミサーモンサラダ
さっぱりとした味付けとサーモンとアボカドの
濃厚でマイルドな組み合わせが相性バツグン！

オス
スメ

アヒはハワイ語でマグロ。
ごま油の風味が香るハワイの
郷土料理です。

アヒポキ ¥1,400

pupu はハワイ語でおつまみ。
アヒポキ・ロミロミサーモン・
ポテトの３種盛り合わせです。

ププサンプラー

¥900

ロミロミサーモン
ロミロミはハワイ語で揉むという意味。
野菜とサーモンを塩などで揉んで作る、
ハワイの郷土料理です。

Caesar Salad with Crunchy Spam

¥1,200

アヒポキサラダ
アボカドとマグロのアヒポキをたっぷり！
ごま油の風味が香るハワイアンサラダです。

Ahi Poke SaladLomi Lomi Salmon Salad

 Salad&
Fish

 Salad&
Fish

Hawaian AppetizerPupu
（税込）¥1,100 （税込）¥1,210

（税込）¥1,540

（税込）¥990
¥800
（税込）¥880

（税込）¥1,320

Lomi
Lomi
Salmon

Ahi
Poke

Pupu
Sampler

Original Cobb Salad
オリジナルコブサラダ
紫キャベツ・キュウリ・カリフラワー・コーン
トマト・ツナ・アボカド・たまご・ビーンズの
色鮮やかで見た目も楽しいご馳走サラダです。

¥1,300
（税込）¥1,430



Pancake

Mango Nut 
   SaucePancakes

Strawberry 
      Pancakes with
   Condensed Milk

練乳ストロベリー
パンケーキ
練乳と苺の甘酸っぱさ、焼きたてパンケーキと
ひんやり苺のアイスの組み合わせが至福です。

¥1,400

マンゴーナッツソース
パンケーキ
とろ～り濃厚ソースと爽やかで甘いマンゴー
トッピング のパンケーキ。
南国気分を味わうならコレ！ ¥1,400

Choco Banana
Pancakes

チョコバナナパンケーキ

¥1,400

チョコとバナナの黄金コンビ！
たっぷり生クリームをつけてお召し上がりください。

（税込）¥1,540

（税込）¥1,540

（税込）¥1,540



 PANCAKE POINT
素材のこだわり

兵庫県産小麦を 100％
使用している増田製粉所
「宝笠異人館」の小麦粉
と、産みたての新鮮な卵
を黄金比で混ぜ合わせ、
きめ細やかなしっとり生
地に仕上げています。

焼きのこだわり

パンケーキは注文を受け
てから、特注の銅版で一
枚一枚丁寧に、およそ
10 分かけて、出来立て
の甘い香りと共にふんわ
りと焼き上げます。

たっぷりナッツソースとナッツを散りばめて、ナッツ好きには
たまらないパンケーキです。

マカダミアナッツソースパンケーキ
Macadamia Nut Sauce Pancakes

¥1,200

中はとろ～り焼きマシュマロがふんだんに乗ったスモア
パンケーキ。幸せが口いっぱいに広がります。

スモアパンケーキ
S'mores Pancakes

¥1,200

酸味の効いたベリーソース、4 種のベリーが上品な味わい。
最後までさっぱりいただけます。

ベリー＆ベリーソースパンケーキ
Berry  & Berry Sauce Pancakes

¥1,300

シンプルなメイプルシロップとバターのパンケーキ。
たっぷり生クリームをつけてお召し上がりください。

メイプルシロップ＆ホイップ
Maple Syrup & Whip

¥900

（税込）¥1,320

（税込）¥1,320

（税込）¥1,430

（税込）¥990



Drink

Organic tea
¥500アイスティー

Iced Tea

¥600アールグレイ
Earl Grey

¥600ロイヤルミルクティ〈ice/hot〉
Royal milk tea

¥600カモミールシトラス
Chamomile Citrus

¥600ワイルドベリーハイビスカス
Wild Berry Hibiscus

¥500ハワイアンアイスティー
パッション / マンゴー / ハイビスカス
Hawaiian Ice Tea (Passion/Mango/Hibiscus)

Coffee &
Espresso

¥500ブレンドコーヒー
Blended Coffee

¥800ゲイシャコーヒーミルク
Geisha Coffee Milk

¥800ゲイシャコーヒー
Geisha Coffee

¥500アイスコーヒー
Iced Coffee

¥600カフェラテ
Café Latte

¥600カプチーノ
Cappuccino

  H AWA I I A N
C O F F E E

ゲイシャコーヒー
今世界でもっとも注目されている
スペシャルティコーヒーの一つ。
オレンジやグレープフルーツを彷
彿とさせるフレッシュな酸味、は
ちみつやチョコレートのような濃
厚な甘みが特長。ワインのように
繊細で複雑なフレーバーを楽し
めます。

¥800

¥800

¥700

¥750

¥700

コナ・エクストラファンシー〈ice/hot〉
Kona Extra Fancy
世界三大最高級コーヒーの一つで、希少価値の高いコーヒー。

カウ・エクストラファンシー〈ice/hot〉
Kau Extra Fancy
ハワイ島カウ地区で生産される近年評価の高いコーヒー。

ワイアルア  NO1〈ice/hot〉
Waialua NO1
酸味が少なくすっきりマイルドな味わい。

マウイ・モカ〈ice/hot〉
Maui Mocha
希少なマウイ島のコーヒー。小粒ながらも凝縮した味わい。

カウアイ・プライム〈ice/hot〉
Kauai Prime
マイルドでなめらか、そして軽やかな味わい。

（税込）¥880

（税込）¥880

（税込）¥880

（税込）¥550

（税込）¥550

（税込）¥880

（税込）¥660

（税込）¥550

（税込）¥550

（税込）¥660

（税込）¥660

（税込）¥660

（税込）¥660

（税込）¥660

（税込）¥770

（税込）¥825

（税込）¥770



Soft Drink
オレンジ 100％ジュース
Orange 100% juice

ALL ¥500

アップル 100％ジュース
Apple 100% juice

パッションフルーツジュース
Passion Fruit Juice

パイナップルジュース
Pineapple Juice

マンゴージュース
Mango juice

グアバジュース
Guava juice

コカ・コーラ
Coca Cola

ジンジャエール  〈辛口 / 甘口〉
Ginger ale (dry /sweet)

Cream
生クリームたっぷり！ミルクベースのスイーツドリンクです。

ALL ¥800

キャラメルクリーム
Caramel Cream

マカダミアクリーム
Macadamia Cream

ココアチョコクリーム
Cocoa Chocolate Cream

ストロベリークリーム
Strawberry Cream

抹茶クリーム
Matcha Cream

Squash

ALL ¥700

HAWAIIAN
ジンジャーレモンスカッシュ
Hawaiian Ginger Lemon Squash

ジンジャーレモンシロップに
レモン果肉入りですっきり
爽やか！

ザクロシロップにミックス
ベリー果肉入り！真っ赤な
太陽を思わせます。

Sunset ベリースカッシュ
Sunset Berry Squash

グリーンアップルシロップに
ライム果肉入りでスカッと
さっぱり！

Green island スカッシュ
Green island Squash

マンゴーシロップにマンゴー
果肉入り！気分はすっかり
南国です。

MAUI マンゴースカッシュ
Maui Mango Squash

（税込）¥550

（税込）¥770

（税込）¥880



（税込）¥660

（税込）¥550

（税込）¥1,430
（税込）¥440

（税込）¥880

（税込）¥880 （税込）¥880 （税込）¥880 （税込）¥880

（税込）¥880 （税込）¥880 （税込）¥880

Beer

 Alcohol

¥600サッポロ 生ビール
黒ラベル
Sapporo Draft beer Kuro Label

¥400サッポロプレミアム
アルコールフリー
Sapporo Premium Alcohol Free

Wine

【グラス Glass】 ¥500
【カラフェ Carafe】 ¥1,300

イタリア産オーガニックワイン
白 / 赤
Organic wine white / red, made in Italy

Cock tail

¥800

ブルー・ハワイ

ラムとブルーキュラソーのワイキ
キビーチを思わせる爽やかなカク
テルです。

Blue Hawaii

¥800

ハイビスカス・ビーチ

ハイビスカスの香りが艶やかな人
気No１カクテル！

Hibiscus Beach

¥800

ラナイ・ アイランド

ジンベースのライム＆グリーンアッ
プルのカクテルです。

Lanai Island

¥800

ピニャコラーダヨーグルト

パイナップル、ココナッツが入っ
た南国定番カクテルです。

Pina colada Yogurt

  HAWAIIAN BEER

¥800

Firerock
Pale Ale

ファイヤーロック

甘い香りと苦味が特徴
で、重厚な味わいが楽し
めます。

¥800

Longboard
Isl and L ager

ロングボード

すっきりとしていて、日
本人好みの味わいです。

¥800

Bigwave
Golden Ale
ビッグウェーブ

フルーティーで甘みがあ
り、ビールが苦手な方
にもおすすめ !

¥800

Primo
プリモ

洗練されたキレのある飲
み口とすっきりした後味
が特徴です。


