
バーガーセット

　　　　　　お好みのバーガーに追加できます。 ディナーセット　 3400
　　　　　　　　　セットドリンク +400
　　　　　　　　　セットサイドディッシュ　 +400 前菜・メインディッシュよりお一つずつお選びください

　　　　　　　　　セットサイドディッシュ＆セットドリンク +750
　　　　　　　　　セットサイドディッシュ＆アサヒスーパードライ +850 前菜

ミックスグリーンサラダ　　　　　　　　　

セットドリンク リボリータ スープ

レモンスカッシュ、レモネード、ライムソーダ、スパイシートマト、グレープフルーツジュース、オレンジジュース

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、ウーロン茶 メインディッシュ　～トリュフフライポテト又はコールスローが付きます～

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

サイドディッシュ 550 本日の鮮魚のソテー 160ｇ ハニーグリーンマスタードドレッシング

シューストリング（細切り）      ガーリック 青のりポテト コールスロー　　　　　　　　　 デザート

トリュフフライポテト マッシュルームソテー　　 ミックスグリーンサラダ　　　　　　　　　 ソフトクリームサンデー

アンダーズ　ワールド　オブ　ホットドッグ コーヒー

コーヒー 又は 紅茶

シカゴ スモークポークソーセージ スイートピクルス スライストマト オニオン 950
コーン アメリカンマスタード

ミュンヘン バイスブルストソーセージ コーンビーフ ジャックチーズ ザワークラウト 1250
オニオン ポテト

グリル   　 
テックス・メックス スモークポークソーセージ チリビーンズ チェダーチーズ アボカド コーンチップ 1100 サイドディッシュからお好きな2品をお選びください

ビバ・イタリア スモークポークソーセージ パルマハム リコッタ チェリートマトサルサ 1100 ザ・スタック 100ｇ ビーフパティ ２pcs／３pcs 1500/2200
ブラックオリーブ バジル （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

シーザー グリルポークソーセージ　ロメインレタス パルメザンチーズ ホワイトアンチョビ 1100 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
クルトン クリスピーベーコン

本日の鮮魚のソテー 160ｇ ハニーグリーンマスタードドレッシング 2000
グリルビーフバーガー

ハーブ ＆ トリュフバーガー トリュフマヨネーズ ハーブパルメザンオムレツ ホワイトチェダーチーズ 1350
ビッブレタス ケイジャンスパイスポテト

THE BIG ONION クリスピーフライドオニオン　 黒ビールのBBQマヨネーズソース　 1250 スナック
ブラックペッパービーフパティ ホワイトチェダーチーズ トマトチャツネ

チーズナチョス チーズ アボカド トマト サワークリーム 950
沖縄 ポテトサラダ グリルスパム トマト スパイシーパイナップル 1250 ケサディーヤ　 チキン チーズ 1200

ベジタブルケサディーヤ (V)　　　　　　　　　　　　マッシュルームソテー ローストオニオン グリュイエールチーズ トマトサルサ 1300

テキサス ポークベリー ブルーチーズコールスロー トマト アイスバーグレタス モントレージャックチーズ 1300

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 スパイシートマトソース 1300

バーバリアン バイスブルストソーセージ タスマニアンマスタード ピクルス ザウワークラウト　エメンタールチーズ 1350
ミニビーフバーガー（3ピース） 1200

BLT グリルチキン スモーキーベーコン BBQソース トマト アボカド ビッブレタス ランチドレッシング 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

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 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

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

BeBu　スペシャル
おつまみ

季節のペンネパスタ (V) フレッシュペンネパスタ ミックスチェリートマト イタリアントマトソース 1250
バジル ベビーロケット パルメザンチーズ オリーブのマリネ (V) 650

ベジタブルピクルス (V)

サーモン ポキボウル スチームライス サーモンマリネ ダイスアボカド トマト 枝豆 豆苗 マイクロリーフ 紫蘇 1200 タコのマリネ ハーブ

バッファローウイングス スパイシーパプリカ風味

クラシックバーガー ポキボウル スチームライス ビーフパティ チェリートマト ビッブレタス 1300 フィッシュ＆チップス タルタルソース(１ピース）

BBQソース  パルメザンチーズ  フライドエッグ エシャロット ガーリックシュリンプ

ローストスパイシーミックスナッツ

ベジタリアン ポキボウル (V) スチームライス 季節の野菜 キヌア イタリアンパセリ 白バルサミコ＆ヘーゼルナッツドレッシング 950

スープ

リボリータ スープ ベーコン ヒヨコマメ キャベツ パプリカ クルトン パルメザンチーズ 900 デザート

サラダ オータムフレーム チョコレートスポンジ　クリスピーライス　夕張メロン　 950
オータムチョコレート　ピスタチオ

ＢＥＢＵサラダ ベーコン アボカド トマト ルッコラ レタス ボイルエッグ モッツァレラチーズ パルメザンチーズ 1300
季節のエクレア ミニエクレア3ピース バニラソフトクリーム添え 950

ガーデンサラダ (V) 季節の野菜 アボカド 950

シーザーサラダ   クリスピーベーコン クルトン パルメザンチーズ ソフトボイルドエッグ ホワイトアンチョビ イタリアンパセリ 1300

上記価格に消費税を頂戴いたします。

ベーコン ヒヨコマメ キャベツ パプリカ クルトン パルメザンチーズ


