BURGERS

Mayonnaise, mustard, Lettuce, Tomato, Sliced Onion, Relish, Salt and Pepper
are included in all the burger.
We can serve with French fries to all the hamburgers.
large size for +54 yen.
ハンバーガーにはマヨネーズ、マスタード、
レタス、
トマト、スライスオニオン、
レリッシュ、塩、コショウが入っています。
苦手な具材がありましたらスタッフにお申し付けください。
ハンバーガーにはすべてフレンチフライが付きます。
＋５４円で大盛にできます。

STANDARD BURGER ••••••¥1100 (¥1188)
DOUBLE BURGER •••••••••¥1500 (¥1620)
ダブルバーガー パティが２枚でボリューム満点。
EGG BURGERドエ••••••••••••••¥1200
(¥1296)
エッグバーガー ぷりぷりなフライ
ッグがのっています。
AVOCADO
BURGER
•••••••¥1400 (¥1512)
アボカ
ドバーガー クリーミーなスライスアボカ
ドがのっています。
TERIYAKI BURGER ••••••¥1150 (¥1242)
テリヤキバーガー 醤油ベースで甘みのある自家製テリヤキソースがかかっています。
PEANUTS BANANA
BURGER ••••••¥1450 (¥1566)
ピーナッツバナナバーガー ピーナッツクリームとバナナの意外な組合わせの甘じょっぱい系。
FRIED FISH BURGER •••••¥1060 (¥1144)
スタンダードバーガー スタンダードな全ての基本となるバーガーです。

(No patty)

フライ
ドフィッシュバーガー 大判のアジフライを使用したバーガー。
チェダーチーズ１枚が入っています。

FRIED CHICKEN BURGER ••¥1060 (¥1144)
(No patty)

フライ
ドチキンバーガー 骨無しフライ
ドチキンとチェダーチーズ１枚が入っています。

VEGGIE BURGER •••••••••¥1200 (¥1296)
(No patty)

ベジーバーガー アボカ
ド、
アルファルファ、
きゅうり、
モッツァレラを使ったお肉なしのバーガー。

CHEESE BURGERS
We serve six kinds of cheese burger in our shop.

当店では、
６種類のチーズバーガーと
それぞれのチーズを使用した創作バーガーをご用意しております。

CHEDDAR CHEESE
BURGER ••••••¥1300
(¥1404)
チェダーチーズバーガー ハンバーガーでは定番の濃厚レッ
ドチェダーチーズ。
CREAM CHEESE
BURGER ••••••¥1300 (¥1404)
クリームチーズバーガー 濃厚で甘みと酸味があるクリームチーズ。
MOZZARELLA CHEESE
BURGER ••••••¥1350 (¥1458)
モッツァレラチーズバーガー もっちりとしたコクのあるチーズです。
BLUE CHEESE
BURGER ••••••¥1400
(¥1512)
ブルーチーズバーガー 世界３代ブルーチーズのゴルゴンゾーラチーズ。
お好みで蜂蜜を。
PEPPER SMOKE CHEESE
BURGER ••••••¥1400 (¥1512)
ペッパースモークチーズバーガー スモークチーズと粗挽きブラックペッパーの組み合わせ。
CHILIBEANS CHEESE
BURGER ••••••¥1450 (¥1566)
チリビーンズチーズバーガー ピリッと辛いチリビーンズにチェダーチーズがのっています。
BACON CHEESE
BURGER ••••••¥1550 (¥1674)
ベーコンチーズバーガー 厚切りスモークベーコンとチェダーチーズの組み合わせ。
BASIL MUSHROOM CHEESE
BURGER ••••••¥1600 (¥1728)
バジルマッシュルームチーズバーガー バジルとマッシュルームとモッツァレラチーズの組み合わせ。
REUBEN BURGER ••••••••¥1700 (¥1836)
ルーベンバーガー NY発祥のルーベンサンド風。
パストラミとちゃんと酸っぱいザワークラウトの組み合わせ。
DOUBLE CHEESE
BURGER ••••••¥1900 (¥2052)

CUSTOM BURGERS
We serve a variety of toppings in our shop.
Depending on the combination you can enjoy more than3000 kinds.
Introducing some of them.
当店では様々なトッピングをご用意しております。
組み合わせ次第では３０００種類以上お楽しみいただけます。
そのうちの一部をご紹介。

BACON
EGG BURGER •••¥1450
(¥1566)
ベーコンエッグバーガー 厚切りベーコンとエッグの組み合わせ。
男性人気メニュー。
BBQ
EGG BURGER ••••••¥1320 (¥1425)
バーベキューエッグバーガー 自家製バーベキューソースとエッグの組み合わせ。
TERIYAKI EGG
BURGER ••••••¥1250 (¥1350)
テリヤキエッグバーガー 本格派てりたまバーガー。
TERIYAKI CREAM CHEESE
BURGER ••••••¥1350
(¥1458)
テリヤキクリームチーズバーガー テリヤキ好き必見！
クリームチーズとテリヤキの絶妙な組み合わせ。

SAND WICHES

We use germ breads for all the Sandwiches. Mayonnaise, Mustard, Lettuce,
Tomato, Sliced Onion are included in all the Sandwiches.
We can serve with French fries to all the Sandwiches.
Large size for +54 yen.
サンドウィッチには胚芽パンを使用しています。
マヨネーズ、
マスタード、
レタス、
トマト、
スライスオニオンが入っています。
苦手な具材がありましたらスタッフにお申し付けください。
サンドウィッチにはすべてフレンチフライが付きます。＋５４円で大盛りにできます。

VEGGIE SAND ••••••••••••¥1150 (¥1242)
ベジーサンド アボカ
ド、
アルファルファ、
きゅうり、
モッツァレラチーズのサンド。

AVOCADO
BACON SAND ••••¥1250 (¥1350)

アボカ
ドベーコンサンド アボカ
ドと厚切りベーコンをサンドし、
シーザードレッシングで味付けした濃厚なサンド。

COLESLAW HAM
CHEESE SAND ••••¥1250 (¥1350)

コールスローハムチーズサンド コールスローときゅうり、
ロースハムとモッツァレラチーズのサンド。

AVOCADO CHEDDAR CHEESE
BURGER ••••••¥1600
(¥1728)
アボカ
ドチェダーチーズバーガー 間違いなしの組み合わせ。
定番グルメバーガーメニュー。

SPAM EGG
CHEESE SAND •••••¥1350 (¥1458)

AVOCADO CREAM CHEESE
BURGER
••••••¥1600 (¥1728)
アボカ
ドクリームチーズバーガー アボカ
ドとクリームチーズの相性抜群なオシャレバーガー。

PASTRAMI
POTATO SAND •••••¥1450 (¥1566)

AVOCADO MOZZARELLA CHEESE
BURGERド••••••¥1650
(¥1782)
アボカ
ドモッツァレラチーズバーガー アボカ
とモッツァレラの女性人気Ｎｏ１
．
なバーガー。

スパムエッグチーズサンド ジューシーなスパムをフライ
ドエッグ、
チェダーチーズとサンド。

パストラミポテトサンド スパイシーなビーフパストラミと薄切りポテトのサンド。

SNACK SAND

ABC BURGER •••••••••¥1850 (¥1998)

エービーシーバーガー アボカ
ド、
ベーコン、
チーズのバーガーマニアにオススメな組み合わせ。

JALAPENO JALAPENO
BURGER ••••••¥1300
(¥1404)
ハラペーニョハラペーニョバーガー ハラペーニョ
トッピングを２倍。
激辛バーガー。
RED HOT MEXICAN
BURGER ••••••¥1620
(¥1749)
レッ
ドホッ
トメキシカンバーガー とっても辛いハラペーニョとサルサ、
アボカ
ドの組み合わせ。
BACON BACON
BURGER ••••••¥1600 (¥1728)
ベーコンベーコンバーガー まるでベーコンの塊を食べているようなバーガー。
SPECIAL SMOKY
BURGER ••••••¥1650 (¥1782)
スペシャルスモーキーバーガー ペッパースモークチーズにベーコンをトッピング。
薫製版ベーチー。
ELVIS BURGER •••••••¥1700 (¥1836)

エルビスバーガー エルビスプレスリーが愛したというエルビスサンドをハンバーガーで再現しました。

BACON DOUBLE CHEESE
BURGER ••••••¥2150
(¥2322)
ベーコンダブルチーズバーガー 肉オン肉オン肉。
一度は試して欲しい超特大バーガー。

We use germ breads for all the Snack Sand. Since vegetables are not included,
you can enjoy them as snacks. It is the best choice for the kids.
We can serve with French fries to all the Snack sand.
Large size for +54 yen.
スナックサンドには胚芽パンを使用しています。
野菜類が入らない、おやつ感覚でお子様に最適なサンドウィッチです。
スナックサンドにはすべてフレンチフライが付きます。
＋５４円で大盛りにできます。

GRILLED CHEESE SAND ••••••••••••¥700
グリルドチーズサンド チェダーチーズ４枚をサンドしたシンプルなキッズメニュー。 (¥756)
PEANUTS BUTTER
JAM SAND •••••••••••••¥700
ピーナッツバタージャムサンド ピーナッツバターとグレープジャムをサンドしました。 (¥756)
PEANUTS BUTTER
HONEY SAND •••••••••••¥700
ピーナッツバターハニーサンド ピーナッツバターサンドのハチミツ添え。
(¥756)

EXTRAS

TRIPLE BURGER ••••••¥1900 (¥2052)

トリプルバーガー お肉3枚の超アメリカンサイズなバーガー。

TAR TAR FISH BURGER
(No patty)
••••••¥1180 (¥1274)
タルタルフィシュバーガー フライ
ドフィシュバーガーにタルタルソースの間違いない組み合わせ。
SALSA CHICKEN BURGER
(No patty)
••••••¥1180 (¥1274)
サルサチキンバーガー フライ
ドチキンバーガーに自家製サルサをトッピング。
SWEET CHILI CHICKEN BURGER
(No patty)
••••••¥1180 (¥1274)
スイートチリチキンバーガー フライ
ドチキンバーガーにスイートチリソースをトッピング。
MONTHLY BURGER •••••••••••••¥ ASK

マンスリーバーガー 毎月新しいバーガーをお作り
しています。
スタッフにお尋ねください。

APPETIZERS

FRENCH FRIES ••••••••••••••••••¥380
(¥410)
FRIED CHIPS ••••••••••••••••••••¥380
フライ
ドチップス 揚げたて厚切りポテトチップス。
サルサソースがよく合います。
(¥410)
ONION RINGS ••••••••••••••••••••¥380
オニオンリング カリカリ歯応えのあるオニオンリングです。
(¥410)
HOME MADE PICKLES ••••••••••¥380
自家製ピクルス 様々な野菜を漬けました。
(¥410)
SOUR KRAUT ••••••••••••••••••••¥380
ザワークラウ
ト キャベツのピクルスです。
(¥410)
HOME MADE COLESLAW ••••••••¥380
自家製コールスロー ブラックペッパーが効いた甘酸っぱい大人味。
(¥410)
TOMATO SALAD •••••••••••••••••¥380
トマ
トサラダ トマ
トとクリームチーズの酸味の効いたミニサラダです。
(¥410)
AVOCADO SALAD ••••••••••••••••¥380
アボカ
ドサラダ アボカ
ドとキュウリのミニサラダです。
(¥410)
フレンチフライ カリカリなフレンチフライ。
別売のディップソースもよく合います。

SOUPS

CLAM CHOWDER ••••••••••••••••¥500
(¥540)
CREAM PUMPKIN SOUP ••••••••¥550
クリームパンプキンスープ クリーミーなカボチャの甘みの効いたスープです。
(¥594)
CHICKEN GUMBO
SOUP ••••••••¥600
チキンガンボスープ 鶏肉と野菜のスープ。
オクラを使ってとろみを出しています。 (¥648)
クラムチャウダー 貝とジャガイモのクリーミーなスープ。

SALADS

CAESAR SALAD •••••••••SMALL ¥550
(¥594)
GREEN SALAD ••••••••••SMALL ¥650
グリーンサラダ トレビス、
パプリカ、
ナッツのフレッシュなサラダです。
(¥702)
COBB SALAD ••••••••••••SMALL ¥750
コブサラダ エビ、
トマ
ト、
アボカ
ド、
クリームーチーズの色鮮やかなサラダです。
(¥810)
シーザーサラダ クルトン、
半熟卵が乗っています。
自家製シーザードレッシング。

SIDES

GARLIC BUTTER FRIES •••••••••¥430
(¥464)
WEDGE CUT FRIES •••••••••••••••¥530
ウェッジカッ
トフライ 大胆カッ
トのほくほく皮付きポテトフライ。
チリマヨとどうぞ。
(¥572)
FISH & CHIPS ••••••••••••••••••••¥630
フィッシュアンドチップス 白身魚フライと皮付きポテト。
自家製タルタルソース付き。 (¥680)
CHILIBEANS CHEESE FRIES ••••••••¥730
チリ
ビーンズフライ ウェッジカッ
トポテトにチリ
ビーンズとチェダーチーズ、
ナッツ。 (¥788)
BUFFALO WINGS •••••••••••••••••¥980
バッファローウィング 鶏手羽をとっても辛いホッ
トソースで味付け。
クセになる辛さ。(¥1058)
ガーリックバターフライ ガーリックバターとブラックペッパーで味付け。

DIPS

Toppings can be added with all the Hamburgers & Sandwiches.
Make your own special treat.
すべてのハンバーガーとサンドウィッチにお好みでトッピングできます。
お好きな具材をトッピングして、
オリジナルバーガー、
オリジナルサンドウィッチをお楽しみください。

FRIED EGG ¥100
CHEDDAR CHEESE ¥200
濃厚レッドチェダーチーズ
(¥108)
(¥216)
JALAPENO ¥100
MOZZARELLA CHEESE ¥250
ハラペーニョ
(¥108) モッツァレラチーズ
(¥270)
AVOCADO ¥300
BLOCK BACONS ¥250
1/2カットアボカド (¥324)
厚切りベーコン
(¥270)
ORIGINAL PATTY ¥400
オリジナルパティ
(¥432)

フライドエッグ

ダブルチーズバーガー チェダーチーズ４枚とお肉が２枚のアメリカンサイズのバーガー。

Prices in parentheses include taxes. / メニューの（ ）内は税込み価格です。

Please use as a dip for French fries & chips.
Toppings can be added with all the Hamburger & Sandwiches.
フレンチフライやチップスのディップとしてお使いいただけます。
すべてのハンバーガーとサンドウィッチにお好みでトッピングもできます。

MAYONNAISE ¥100
TARTAR SAUCE ¥12o
自家製タルタルソース
(¥108)
(¥129)
BBQ SAUCE ¥120 SWEET CHILI MAYONNAISE ¥120
自家製ＢＢＱソース
(¥129) スイートチリマヨネーズ
(¥129)
SALSA SAUCE ¥120
HONEY MUSTARD ¥120
自家製サルサソース
(¥129) 自家製 ハニーマスタード
(¥129)
マヨネーズ

SOFT DRINK

COCA COLA ••••••••••••••••••••••¥380
コカコーラ
(¥410)
COCA COLA ZERO •••••••••••••••¥380
コカコーラゼロ
(¥410)
GINGER ALE (Sweet) ••••••••••¥380
ジンジャーエール 甘口
(¥410)
GINGER ALE (Dry) •••••••••••••¥380
ジンジャーエール 辛口
(¥410)
DR PEPPER ••••••••••••••••••••••¥400
ドクターペッパー
(¥432)
ROOT BEER ••••••••••••••••••••••¥430
ルートビア
(¥464)

FRUIT JUICE

ORANGE JUICE ••••••••••••••••••¥380
オレンジジュース
(¥410)
APPLE JUICE ••••••••••••••••••••¥380
アップルジュース
(¥410)
PINK GRAPE FRUITS JUICE ••••••••¥380
ピンクグレープフルーツジュース
(¥410)
TOMATO JUICE •••••••••••••••••¥430
トマトジュース
(¥464)
GUAVA JUICE •••••••••••••••••••¥430
グァバジュース
(¥464)
BLOOD ORANGE JUICE ••••••••••¥430
ブラッドオレンジジュース
(¥464)
MANGO JUICE •••••••••••••••••••¥430
マンゴージュース
(¥464)

ORIGINAL SOFT DRINK
LEMONADE(ICE/HOT) •••••••¥480
(¥518)
自家製レモネード
LEMON SQUASH •••••••••••••¥500
(¥540)
自家製レモンスカッシュ
GRENADINE ORANGE SODA •••¥500
(¥540)
グレナデンオレンジソーダ
SWEET MOJITO SODA ••••••¥500
(¥540)
スイートモヒートソーダ

COFFEE

CAFE AMERICANO ••••••••••¥380
(¥410)
カフェアメリカーノ
ICED COFFEE ••••••••••••••••¥380
(¥410)
アイスコーヒー
CAFE LATTE (ICE/HOT) ••••••¥430
(¥464)
カフェラテ
CAPPUCCINO •••••••••••••••¥450
(¥486)
カプチーノ
COCOA (ICE/HOT) ••••••••••¥480
(¥518)
ココア

BEER

KIRIN ICHIBANDRAFT •••••¥530
キリン一番絞り生ビール
(¥572)
CRAFT BEER ••••••••••••••••¥ASK

TEA

OOLONG TEA (ICE/HOT) •••••¥380
ウーロン茶
(¥410)
ICED EARL GREY TEA ••••••¥380
アイスアールグレイティー
(¥410)
ICED ORANGE TEA •••••••••¥430
アイスオレンジティー
(¥464)
ICED APPLE TEA •••••••••••¥430
アイスアップルティー
(¥464)

MILK
SHAKE
VANILLA SHAKE ••••••••••••¥580

(¥626)
STRAWBERRY SHAKE ••••••¥600
ストロベリーシェイク
(¥648)
CHOCOLATE SHAKE ••••••••¥600
チョコレートシェイク
(¥648)
MAPLE NUTS SHAKE •••••••¥650
メープルナッツシェイク
(¥702)
BANANA SHAKE ••••••••••••¥650
バナナシェイク
(¥702)
OREO SHAKE ••••••••••••••••¥650
オレオシェイク
(¥702)
CHOCOLATE MINT SHAKE •••¥650
チョコミントシェイク
(¥702)
バニラシェイク

クラフトビール（別紙にてご紹介しております）

NON ALCHOL BEER •••••••••¥550
ノンアルコールビール（キリンゼロイチ） (¥594)

Prices in parentheses include taxes. / メニューの（ ）内は税込み価格です。

