アラカルトメニュー

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。
+400
+400
+750
+850

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

ランチセット １１：００～１７：００（セットドリンク付き）
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

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
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、紅茶

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、紅茶

グリルビーフバーガー 140g

バーガーセット

アジサイ

トマトチャツネ 大葉 ビーツ レッドオニオン
レッドキャベツ チェダーチーズ チーズソース

1300

3チーズ

ジャックチーズ リコッタチーズ ホワイトチェダーチーズ
バーベキューオニオンレリッシュ

1300

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

オレキエッテ パスタ

ブロッコリー シュリンプ アスパラガス
ルッコラ トリュフアイオリ

1600

ベジタブル
ケサディーヤ(V)

マッシュルームソテー グリルオニオン
グリュイエールチーズ トマトサルサ

1300

サーモン
ポキボウル

サーモンマリネ スチームライス
ダイスアボカド トマト 枝豆 豆苗 マイクロリーフ

1200

クラシックバーガー
ポキボウル

ビーフパティ スチームライス
チェリートマトサルサ 粉チーズ
BBQソース レタス フライドエッグ エシャロット

1300

1850

ガーデンサラダ
季節の野菜 アボカド
***
～バーガーは下記の2種よりお選びください
・BBQ
ビーフパティ チェダーチーズ
ベーコン グリルオニオン レタス ピクルス BBQソース

サラダ
・アンダレ グリンゴ

サウス オブ ザ ボーダー

アボカド フライドエッグ ホワイトチェダーチーズ
BBQマヨネーズ トマト ビッブレタス

1200

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

ビーフパティ 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
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
***
ソフトクリームサンデー

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

フィッシュセット

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

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

ガーデンサラダ
***
本日の鮮魚のソテー

ハワイアン
下町

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
ビーフパティ200g チーズイン (チェダーチーズ モッツァレラチーズ)
ソースマヨネーズ キャベツ フライドオニオン

2200

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 パルメザンチーズ モッツァレラチーズ

1300

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

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

季節の野菜 アボカド

グリル

ハニーグリーンマスタードドレッシング
1200

サイドディッシュからお好きな2品をお選びください

フレンチフライ コールスロー付き
***
ソフトクリームサンデー

1400

ザ・スタックセット

100ｇ ビーフパティ ２pcs／３pcs
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

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

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

2000

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

スペシャルバーガー& サンドイッチ
200ｇ ザ・スタック（ビーフパティの重ね焼き）
ヒマラヤ(V)

スパイシーポテトクロケット トマトビーンズソース コールスロー

1100

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
フレンチフライ コールスロー付き
***
ソフトクリームサンデー

アスパラガス

チキン・ポーク・アスパラガスのパティ
紫蘇マヨネーズ ホワイトチェダーチーズ トマト レタス アボカド&アスパラガスピューレ

1400

ハムチーズ

(ホットサンド）ベイクドハム チェダーチーズ チーズ トマト

950

トッピング

140ｇビーフパティ
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

600
200

シューストリング（細切り）
トリュフフライポテト

コールスロー
ミックスグリーンサラダ

季節のミニエクレア3ピース
コーヒー又は紅茶
マッシュルームソテー
ガーリック 青のりポテト

550

デザート

アフターヌーンセット 14：00～17：00
エクレア＆コーヒーセット

サイドディッシュ

1500 / 2200

ザ・スタック
(ﾋﾞｰﾌﾊﾟﾃｨの重ね焼き）

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。
(V) ベジタリアン

950

トロピカルサンデー
バニラソフト マンゴー ココナッツミルク タピオカ マンゴー＆パッションフルーツソース

900

ストロベリーミルフィーユサンデー
ストロベリーソフト カスタード パイ イチゴ

900

フォンダンショコラサンデー
バニラソフト ローストビスケット 温かいフォンダンショコラ

950

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

800

