
　　　　　　バーガー・サンドイッチセット BeBu　スペシャル

　　　　　　お好みのバーガーまたはサンドイッチに追加できます。

　　　　　　　　　セットドリンク +400 野菜のブロススープ   ひよこ豆 ソーセージ ダンプリング バジルペースト 900

　　　　　　　　　セットサイドディッシュ　 +400 ペンネ パンプキンクリームソース           パンプキン パンプキンクリーム ベーコン 1600

　　　　　　　　　セットサイドディッシュ＆セットドリンク +750                 マイタケ パルメザンチーズ 松の実

　　　　　　　　　セットサイドディッシュ＆アサヒスーパードライ +850 キーマカレーライス                             フライドエッグ グリーンサラダ付き 1500

セットドリンク：  コカコーラ、コカコーラ ゼロ、ジンジャーエール、スプライト ベジタブルケサディーヤ　　　　　　　　　　　　　マッシュルームソテー レンコン ハーブ トマトサルサソース 1300

　　　　　　　　　 グレープフルーツジュース、オレンジジュース、ウーロン茶、コーヒー

ランチセット １１：００～１７：００　 （セットドリンク付き）

グリルビーフバーガー　140g セットドリンク ： コカコーラ、コカコーラ ゼロ、ジンジャーエール、スプライト

ルーベン コーンビーフ ザワークラウト スイスチーズ ピクルス ロシアンドレッシング 1300 　　　　　　　　　　オレンジジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶、コーヒー

バインミー グリルスパム チェダーチーズ ベトナム風マリネサラダ コリアンダーマヨネーズ 1300

クラシック ベーコン チェダーチーズ レタス トマト ピクルス 1100

BBQ ベーコン チェダーチーズ グリルオニオン レタス ピクルス BBQソース 1200 パスタセット 2200

カウボーイ ベイクドハム ウィスキーソテーマッシュルーム スイスチーズ マスタード 1300 ガーデンサラダ 季節の野菜 アボカド

アンダレ グリンゴ チェダーチーズ キドニービーンズ レタス アボカドペースト サワークリーム 1300 ペンネ パンプキンクリームソース　 パンプキン パンプキンクリーム ベーコン

スパイシートマトソース マイタケ パルメザンチーズ 松の実

ハワイアン パイナップル ライム ベーコン チェダーチーズ  レタス チリソース 1200 ソフトクリームサンデー

下町 ビーフパテ200g チーズイン (チェダーチーズ モッツァレラチーズ) 1400

ソースマヨネーズ キャベツ フライドオニオン

バーガーセット 1850
スペシャルバーガー ガーデンサラダ 季節の野菜 アボカド

ザ・ビッグT クリスピー豆腐 キャベツ チェダーチーズ 照り焼きソース 1200 　～バーガーは下記の2種よりお選びください

ニッポン 鶏つくねパティ フライドエッグ キャベツ マスタードマヨネーズ 照り焼きソース 1000 ・クラシックバーガー ベーコン チェダーチーズ レタス トマト ピクルス

ブリティシュ フィッシュフライ ハーブサラダ ダイストマト タルタルソース 1200 ・BBQバーガー グリルオニオン チェダーチーズ ベーコン ピクルス BBQソース

シューストリングポテト付き +200円　トリュフフライポテト

トッピング 140ｇビーフパティ 600 ソフトクリームサンデー

アボカドペースト、ベーコン、フライドエッグ、エクストラチーズ 200

サンドイッチ

ハムチーズ （ホットサンド）　ベイクドハム チェダーチーズ スイスチーズ トマト フレンチフライ付き 950 グリルフィッシュセット 2200

ボストンホットドッグ （フェンウェイパークスタイル）　フランクフルトソーセージ スモークチェダーチーズ 950 ガーデンサラダ 季節の野菜 アボカド

スパイシーオニオン トマトサルサ サーモンフィレ ケイジャンスパイス ハニーマスタードソース

スモークターキー オン ライ スモークターキー ライ麦パン コールスロー エメンタールチーズ 950 ～フレンチフライとベジタブルソテーを添えて～

クランベリーレリッシュ フレンチフライ付き ソフトクリームサンデー

サイドディッシュ 550 ザ・スタックセット 2000

ポテト 野菜 　　　　ライス 野菜のブロススープ   ひよこ豆 ソーセージ ダンプリング バジルペースト

シューストリング（細切り）      コールスロー　　　　　　　　　ベジタブルソテー　　　　　　バターライス　　 ザ・スタック（ビーフパティの重ね焼き）　200ｇ

トリュフフライポテト ミックスグリーンサラダ　　　マッシュルームソテー　　　　　　　　 チェダーチーズ アボカド メキシカンサルサ サワークリーム

ガーリック 青のりポテト ～フレンチフライとベジタブルソテーを添えて～

ソフトクリームサンデー

グリル   　 

サイドディッシュからお好きな2品をお選びください

ザ・スタック 100ｇ ビーフパティ ２pcs／３pcs 1500/2200
（ﾋﾞｰﾌﾊﾟﾃｨの重ね焼） チェダーチーズ アボカド メキシカンサルサ サワークリーム アフターヌーンセット　14：00～17：00

サーロイン 200ｇ オーストラリア産　ブラックアンガスビーフ 2900

チキンの胸肉 220g 山梨県産信玄どり 紫蘇とカマンベールクラスト 2000 エクレア＆コーヒーセット 950

サーモンフィレ 160ｇ ノルウェー産 ケイジャンスパイス ハニーマスタードソース 2000 季節のミニエクレア3ピース

コーヒー又は紅茶

サラダ 

ＢＥＢＵサラダ            ベーコン モッツァレラチーズ アボカド トマト ルッコラ レタス ボイルエッグ 1300

ガーデンサラダ          季節の野菜 アボカド 950 デザート

シーザーサラダ          ロメインレタス ベーコン ボイルエッグ クルトン パルメザンチーズ 1200 ソフトクリームサンデー

900

・巨峰サンデー 900

季節のエクレア 800

上記価格に消費税を頂戴いたします。

食材のアレルギーがあるお客様、食事制限があるお客様はご注文の際に係りの者にお申し付けください。

   14:00～17:00の間にご来店いただき、ハンバーガーまたはサンドイッチをご注文の方に、お飲物またはミニサンデーをプレゼントいたします。
お飲物はオレンジジュース、グレープフルーツジュース、ジンジャーエール、ウーロン茶よりお選びいただけます。（2018年10月31日迄）

レイトランチ特典

・トライフルサンデー バニラソフト クランベリージュレ ストロベリーソース

巨峰ソフト ヨーグルトソース カシスリキュール 巨峰

  ミニエクレア3ピース バニラソフトクリーム添え

     フィンガービスケット


