
10:30AM - 10:30PM
(Fresh Doughnuts Served  6AM - 10:30AM)

Three Cheese  |  9
Provolone cheese, Mozzarella cheese, 
Parmesan cheese, and tomato sauce
3種類のチーズ         プロヴォローネチーズ、
モッツァレラチーズ、パルメザンチーズ、
トマトソース

Pepperoni   |  12
Provolone cheese, Mozzarella 
cheese, and tomato sauce
ペパロニ        プロヴォローネチーズ、
モッツァレラチーズ、トマトソース

BBQ Chicken   |  13
Red onion, cilantro, Jack and 
Cheddar cheeses
BBQチキン         レッドオニオン、パクチー
（香菜）、ジャックチーズ

Hawaiian   |  14
Pork belly, pineapple, chicharrones, 
Provolone cheese, Mozzarella cheese, 
tomato sauce
ハワイアン         豚バラ肉、パイナップル、チチャロン
（豚の皮を揚げたもの）、 プロヴォローネチーズ、
モッツァレラチーズ、 トマトソース

Yes, No Meat!   |  10
Mixture of grilled eggplant, squash, 
mushroom, kale, Provolone cheese, 
Mozzarella cheese, tomato sauce
野菜オンリー       焼きナス、スクワッシュ
（ズッキーニの一種）、野生のキノコ、ケール、 
プロヴォローネチーズ、モッツァレラチーズ、
トマトソース

*Prices and descriptions are subject to change.*
Consuming undercooked meat or seafood may increase your risk of foodborne illness 

FLATBREAD PIZZA
フラットブレッド ピザ

ROTISSERIE  
ロティサリー
Large orders require 48 hours notice
大量に ご注文の場合は48時間前までにご予約
ください。

AVAILABLE WHOLE OR CUT
ホールあるいはハーフをご選択ください。

Rotisserie Duck  ロティサリーダック 
Half ハーフ  |  15   Whole ホール  |  30

Rotisserie Chicken  ロティサリーチキン 
Half ハーフ  |  12   Whole ホール  |  24

SPITFIRE SIDES   
サイドメニュー

PLATES
プレート （盛り合わせ） 
Served with choice of 2 sides
2種類ご選択ください。

Rotisserie Duck (Half)   |   18
ロティサリーダック（ハーフ）

Rotisserie Chicken (Half)   |   14
ロティサリーチキン（ハーフ）

Smoked BBQ Beef Brisket   |   16
牛胸肉のスモーク BBQ

LOCO MOCOS
ロコモコ
Choice of white or brown rice
白米または玄米

Ono Loco Moco  |  13
4 oz wagyu beef pa� y, mushroom gravy, 
fried egg, green onion
オノ ロコモコ        約113gの和牛パティ、キノコのグ
レイビーソース、フライドエッグ、グリーンオニオン

Deluxe Loco Moco  |  17
Shaved prime rib, 4 oz wagyu beef pa� y, 
mushroom gravy, fried egg, grilled onion, 
green onion
デラックス ロコモコ        プライムリブのスライス、
約113gの和牛パティ、キノコのグレイビーソース、
フライドエッグ、グリルドオニオン、グリーンオニオン

Mixed Greens  ミックスサラダ   |  6
Choice of dressing   ドレッシング
•    Soy-Shallot Vinaigre� e
       エシャロットの醤油ビネグレットソース
•    Hawaiian Island
       ハワイアン　アイランド　ドレッシング
•    Coconut Balsamic
      ココナッツ　バルサミコ　ドレッシング
•    Ranch 
       農園のドレッシング

White/Brown Rice   |  3
白米または玄米

Spicy Pineapple Slaw  |  4
スパイシー パイナップル スロー

Macaroni Salad  |  3
マカロニサラダ

Mac & Cheese  |  5
マカロニ＆チーズ

SALAD   サラダ
Caesar Salad  |  9
シーザーサラダ

Farmer’s Salad   |  9
新鮮野菜のサラダ

Add  追加
Grilled Chicken Breast   +5
グリルドチキン（胸肉）
Grilled Fresh Catch of the Day   +7
新鮮な魚介のグリル

FRESH POKE BOWLS  
ポケ丼 
Regular (4oz)   |   11
並（約113g） 

Large (6oz)   |   15
大（約170g）

Choice of white or brown rice, furikake, 
or bubu arare. Substitute rice for mixed 
greens (+$2). Add avocado (+$2).
白米または玄米（ミックスサラダをライスに変更 +$2）、
ふりかけまたはぶぶあられ追加 アボカド （+$2）

UP TO 2 CHOICES OF POKE:   
ポケは2種類まで選択可能
•    Fresh Hawaiian Ahi
      Sea salt, inamona, sweet onion,   
      green onion, limu seaweed
        ハワイアン アヒ       海塩、イナモナ（ククイナ
        ッツの実を砕いて塩を混ぜたハワイの調味料）、
       スイートオニオン、グリーンオニオン、海藻
•    Fresh Shoyu Ahi
     Soy sauce, sweet onion, green onion, 
     chili pepper flakes, sesame oil
醤油アヒ         醤油、スイートオニオン、

       グリーンオニオン、海藻、唐辛子 、ごま油
•    Fresh Spicy Ahi
     Sea salt, sriracha mayonnaise, sweet 
     onion, green onion, togarashi, 
     sesame oil
       スパイシー アヒ        海塩、スリラッチャー（シラチャ）
      マヨネーズ、スイートオニオン、唐辛子、ごま油 
•    Fresh Atlantic Salmon
     Soy sauce, ginger, onion, cilantro, 
     red chile, edamame       
新鮮アトランティックサーモン        

      醤油、生姜、タマネギ、パクチー、唐辛子、枝豆

SPITFIRE



TO-GO
2255 Kuhio Avenue  

Waikiki, Hawaii 
www.dukeslanehawaii.com
(808) 923-5689

10:30AM - 10:30PM

BURGERS & SANDWICHES  
バーガー＆サンドウィッチ
Served with le� uce, tomato, and sweet onions on a brioche bun with fries. 
Upgrade your fries to Toga Fries (+$2) or Onion Rings (+$3).
ブリオッシュにレタス、トマト、スイートオニオンを乗せて。 フレンチフライは唐辛子風味のフライドポテト（+$2）、
オニオンリング（+$3）に変更できます。

Ono Beef Burger   |  9
4oz wagyu beef pa� y, Cheddar cheese, 
Hawaiian Island dressing
オノ ビーフバーガー
約113gの和牛パティ、チェダーチーズ、
ハワイアン アイランド ドレッシング

Teri Burger   |  10
4oz wagyu beef pa� y, Teriyaki sauce, 
Swiss cheese
テリヤキ バーガー        
約113gの和牛パティ、テリヤキソース、
 スイスチーズ

Ube Black Bean Burger   |  12
Sweet potato, brown rice, sriracha aioli
いもと黒豆のベジタブルバーガー
サツマイモ、玄米、アイオリソース

Grilled Cajun Chicken 
Sandwich   |  13
5oz chicken breast, Swiss cheese,
ranch dressing, Cajun spices
グリルド ケイジャン チキン サンドウィッチ
約142gの鶏胸肉、ランチドレッシング

Teriyaki Beef Sandwich   |  13
Shaved prime rib, swiss cheese, 
grilled onion, mayonnaise
テリヤキビーフ サンドイッチ
プライムリブのスライス、スイスチーズ、
グリルドオニオン、マヨネーズ

Beef Brisket Sandwich   |  14
Guava wood smoked brisket, 
grilled onion, bbq sauce
牛胸肉のサンドイッチ
グアバ材でスモークした牛胸肉、
グリルドオニオン、BBQ ソース

TOP UM OFF  トッピング

Pork Belly  |  3
豚バラ肉
             
Bacon  |  3
ベーコン

Fried Egg    |  2
フライドエッグ

Avocado    |  2
アボカド

Mushroom  |  2
マッシュルーム

Blue Cheese  |  3
ブルーチーズ

Customize your burger with these ono toppings  トッピングでオリジナルのバーガーをどうぞ

ONO’S SIDES  
サイドメニュー

OTHERS  
その他 

French Fries  |  4
フレンチフライ

Toga Fries  |  5
Garlic and togarashi
フライドポテト（唐辛子風味）

Onion Rings  |  6
オニオンリング

Crispy Chicken Tenders  |  12
French fries, ranch dressing
クリスピー チキンテンダー
フレンチフライ、農園のドレッシング

ONO’S BURGER BAR


