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ポキボウルの「ポキ」とは、マグロなどの魚介類やア
ボカドを角切りにして、ピリ辛なタレに漬けこんだハ
ワイの伝統料理のこと。これを白米の上に乗せたも
のがポキボウルで、カリフォルニアで人気の「フュー

ジョン料理」だ。The Holidayのポキボウルをプロ
デュースしたのは、日本初のポキボウル専門店
「CALIFORNIA POKE COMPANY（カリフォルニア・
ポキ・カンパニー）」でオーナーを務める内田鉄兵さ
ん。サーフボードやフィンなどを自作するクラフトマン
でもある。「当店では本場の雰囲気を
味わってほしいと思っています。The 
Holidayでも、ぜひ『本物のカリフォル
ニア』をご体感ください」（内田さん）

ポキボウルと一緒にデザートとドリ
ンクもお楽しみいただける、スイー
ツ好きにおすすめの満足セット。

アメリカーノ／アイスティー
ピンクレモネード／コーラ
オレンジジュース

セット対象
ドリンク

ソイラテ
アーモンドミルクラテ

カフェラテ／アーモンドジョイフレイバーラテ／ヘーゼルナッツラバーフレイバーラテ
バニラホリックフレイバーラテ／ソイチャイ／アーノルドパーマー／サンセット
クラマト／ベリーベリーソーダ／アーモンドミルク

〈 ケイジャンテイスト 〉
エビ/アボカド/ハラペーニョ/タマゴ 

〈 スパイシーマヨテイスト 〉
 エビ/ホタテ/イカ 

〈 ユズテイスト 〉
納豆/イカ 

〈 レギュラーテイスト 〉
サーモン/アボカド 

●▲ メキシカン●▲ スパイシーマヨ●▲ シェフズスペシャル●▲ サーモン&アボ

・スープセット + ¥150

・サラダセット + ¥200

・ドリンクセット + ¥300

+ ¥50 + ¥100+ ¥0

ポキボウルのメニュー監修 CALIFORNIA POKE COMPANY

ADDRESS 〒253-0064　神奈川県茅ケ崎市柳島1840
TEL 0467-38-6712
WEB california-poke-company.com

セット
価格

※表示価格は全て税込価格です。

※スープにエビなどの甲殻類が入る場合がございます。
　アレルギーをお持ちの方はスタッフまでお申し付けください。 ※写真のデザートはチーズケーキです。

デザートセット

湘南茅ヶ崎のカリフォルニアポキカンパニーが監修。
白米をベースにした十六穀米を使用した、カリフォルニアスタイルのヘルシーフードです。

POKE BOWL
CALIFORNIA STYLE カリフォルニアスタイル ポキボウル
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セットのポキボウルは
右の４種類から
お選びください

Lineup

ランチにおすすめ！ボリューム満点、
ヘルシーなのが嬉しい、サラダ・
スープ・ドリンクつきの基本セット。

サーモン＆アボ

Ⓢ ¥1,500
Ⓜ ¥1,650 

Ⓢ ¥1,550
Ⓜ ¥1,700 

シェフズスペシャル

Ⓢ ¥1,600
Ⓜ ¥1,750 

スパイシーマヨ

Ⓢ ¥1,600
Ⓜ ¥1,750 

メキシカン

Produce by

ポキボウルは単品でもご注文可能です

お好きなポキボウル

ドリンクⓈ

シフォンケーキor
チーズケーキ

スペシャルセット

お好きなポキボウル

ドリンクⓈ

サラダ・スープ

DESSERT
SET

SPECIAL
SET

※全てのポキボウルに、マグロ/キュウリ/玉ネギ/
海藻類/トビッコが入っています

※辛さ調整が可能です。スタッフまで申し付けください。



カリフォルニアで定番のサラダに当
店オリジナルのハウスジンジャード
レッシングをかけて。ボリュームたっ
ぷりの一品をお召し上がりください。

サラダボウル

Salad Bowl

Holiday Bowl
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The Holiday Blend（ホリデイブレンド）を手

がけたのは、コーヒーロースターのTakさん。

愛知県春日井市に「Cielo roasting（シエロ 

ロースティング）」という焙煎所を構え、全国

にコーヒー豆を卸している。ホリデイブレンド

は、コロンビア、ブラジル、ブルンジ産のレッ

ドブルボン、アマレロブルボンを使用した中

深煎りのブレンド。柔らかい甘さとフレーバー

に味の重心があり、苦味を抑えることで素材

の良さを引き立てている。「アプリコットなど

のストーンフルーツのフレーバーが優しい甘

みの中で現れて、爽やかに消

えていきます。個人的には海

上がりに飲みたい、Chilling

なコーヒーです」（Takさん）

WEB　cieloroasting.com

オリジナルブレンド豆の監修 Cielo roasting

※表示価格は全て税込価格です。※表示価格は全て税込価格です。

※kidsは12歳以下限定です。

※注文後に抽出するため、少々お時間をいただきます。

※時期により、取り扱う銘柄が異なります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

※辛さ調整が可能です。スタッフまで申し付けください。

トルティーヤの皮でスチームチキンとサラダ
を巻いたヘルシーなサイドメニュー。スナッ
クや軽食として手軽にお楽しみください。

The Holidayではオリジナルブレンド豆を使用しています

●◀ チキンラップ

The Holidayオリジナルブレンド
（ハンドドリップ） ★

The Holiday Original Blend (Pour Over)

Americano

¥550
HOT

Spicy / Non Spicy

¥500
ICED / HOT

¥580
HOT

¥580
ICED / HOT

Cappuccino

Latte (whole)

コーヒー

アメリカーノ

カプチーノ

カフェラテ ★

Soy Latte ¥630
ICED / HOT

¥630
ICED / HOT

¥630
ICED / HOT

Almond Milk Latte

Almond Joy (Flavor Latte)

ソイラテ

アーモンドミルクラテ

アーモンドジョイフレイバーラテ

¥400
HOT

Espresso
エスプレッソ

¥630
ICED / HOT

Hazel Nut Lover (Flavor Latte)

ヘーゼルナッツラバー
フレイバーラテ 

¥630
ICED / HOT

Vanilla Holic (Flavor Latte)
バニラホリックフレイバーラテ

アイスティー
Ice Tea

Hot Earl Grey Tea

¥500
ICED 

¥500
HOT

¥500
HOT

¥550
HOT

Hot Ceylon Tea

Hot Lemon Ginger Tea

ティー

アールグレイ

セイロン

レモンジンジャー

ソフトドリンク

クラフトビール各種Craft Beer

Tea

Coffee

Soft Drink

オレンジジュース
Orange Juice

Perrier

¥450 / kids ¥250
ICED

¥450
ICED 

100g ¥900
200g ¥1,700

¥500
ICED / HOT

Almond Milk

ペリエ

アーモンドミルク
¥580

ICED / HOT

Soy Chai
ソイチャイ

¥600
ICED

Pink Lemonade ¥550
ICED

¥600
ICED 

¥500
ICED

Sun Set

Clamato

自家製ピンクレモネード ★

サンセット（マンゴー/トマト） ★

クラマト（トマト/アサリ/セロリ/オニオン）
Arnold Palmer

アーノルドパーマー ★
（ピンクレモネード/アイスティー）

¥600
ICED

Very Berry Soda
ベリーベリーソーダ ★

¥450 / kids ¥250
ICED

Cola
コーラ

オリジナルブレンド豆

トルティーヤの皮でチーズ
とハムを挟んだ、西海岸ス
タイルのファストフード。

ケサディーヤ
Quesadilla

¥480

モチモチの食感がクセになる、豆腐・
豆乳ベースのベイクドドーナツ。

小麦粉を使わずに作った、心にも体
にもやさしいベイクドチーズケーキ。

紅茶香る王道のシフォンケーキ。生ク
リームと甘酸っぱいベリーとともに。 Cティーシフォンケーキ

B豆腐と豆乳のドーナツ
     （プレーン＆ブラックセサミ）

A糖質制限チーズケーキ

アメリカーノ／アイスティー／ピンクレモネード／コーラ／オレンジジュース

セット対象ドリンク

ソイラテ／アーモンドミルクラテ

カフェラテ／アーモンドジョイフレイバーラテ／ヘーゼルナッツラバーフレイバーラテ
バニラホリックフレイバーラテ／ソイチャイ／アーノルドパーマー
サンセット／クラマト／ベリーベリーソーダ／アーモンドミルク + ¥50

+ ¥100

+ ¥0

レギュラー アボカド/キュウリ/トマト/タルタル/粒マスタード ¥700

チャイニーズ パクチー/チリソース/キュウリ/スリランチャ ¥680

メキシカン トマト/キュウリ/アボカド/ハラペーニョ/マヨ/スリランチャ ¥750

Drink

Dessert

Chicken Wrap

●▲ アボ＆キヌア
Ⓢ¥500 Ⓜ¥650

ハラペーニョ/ミニトマト/メキシカンチキン

●▲ メキシカンコブ
Ⓢ¥650 Ⓜ¥800

アヒポキ/アボカド

●▲ アヒポキ
Ⓢ¥750 Ⓜ¥900

アボカド/キヌア

¥100
OFF

11:00～15:00に
フードをご注文で
ドリンクメニューが

●◀ ホリデイボウル ¥850

栄養満点のアボカド、マンゴー＆パイ
ナップルジュースなどをミックスし、フ
ルーツやグラノーラをトッピングした
当店オリジナルのスムージーボウル。

ホリデイボウル
セット

ホリデイボウル ＋ ドリンクⓈ

¥1,200

デザートセット
  デザート（ABCのいずれか）
 ＋ ドリンク（フルサイズ）

¥980

C

A

B

¥500
単 品

Coffee Beans

★＝おすすめ




