Nikanbashi バーガー

¥1,350

クラシックビーフバーガー

¥1,000

チーズバーガー

¥1,200

ダブルチーズバーガー

¥1,500

バーガー類の詳細は別紙をご覧ください。

¥890

ミートハウスコブサラダ

¥890

¥1,300

テリヤキバーガー

¥1,200

【ビーフパティ、鹿児島黒豚の自家製スモークベーコン、チェダーチーズ、グリルオニオン、
マッシュルーム、スライストマト、レタス、ピクルス、オリジナルソース】

100％ビーフパティに鹿児島黒豚の手間暇かけた自家製スモークベー

ALL
¥150

当店の一番人気。甘辛い味付けのお酒がすすむ逸品。

・チェダーチーズ
・アボカド

¥1,200

・ハラペーニョ

ラムチョップ ローズマリー＆ガーリック風味

¥1,480

アンガス牛サーロイン

¥1,980
¥2,980

シェフおすすめの仔羊のグリル。

鹿児島黒豚のスペアリブ

<300g>

・ピクルス

ひな鳥丸ごとロースト

・サルサソース

<half>

ひな鳥を一羽丸ごとロースト。味はもちろん、インパクト抜群の見た目で楽しんで。

セビーチェ

¥880

アンチョビオリーブ＆マッシュルーム

¥580

魚介類とエンドウ豆のマリネ。

自家製ピクルス
スモークサーモン

シーフード

<full>

カナディアンロブスター

<half>

活きオマール海老をそのままボイル。素材を活かしたシンプルな味付け。

チーズバーガー

【ビーフパティ、チェダーチーズ ×2、グリルオニオン、スライストマト、レタス、ピクルス、
スモーキー BBQ ソース】

<full>

¥1,500

【ビーフパティ ×2、チェダーチーズ ×4、グリルオニオン、スライストマト、レタス、ピクルス、
スモーキー BBQ ソース】

パティとチーズが 2 倍！お腹いっぱい食べたい方へ。

Special

オニオンマッシュルームバーガー

フレッシュオニオンとマッシュルームで独特の食感が楽しい！

¥1,990
¥3,980

アボカドチーズバーガー

¥680

ボイルしたエビをケチャップベースのカクテルソースで。

サクサクの小海老のから揚げ。

パスタ各種

￥9

サウザンソース】

チーズバーガーに " 山のバター " アボカドをトッピング。クリーミーな味わいです。

・ボロネーゼ ミートハウススタイル

クリスピー カラマリ リング

¥680

メキシカンチョリソー

¥780

フィッシュ＆チップス

¥780

フライドポテト

¥480

ガーリックフライドポテト

¥480

スパイシーオニオンフライ

¥580

ガーリックトースト

¥300

・スモークサーモンと小葱のクリームパスタ

¥1,300

【ビーフパティ、チェダーチーズ ×2、ベーコン、グリルオニオン、スライストマト、レタス、ピクルス、
サルサソース】

大きなベーコンが特徴。サルサソースのちょっぴりスパイシーなバーガー。

テリヤキバーガー

【ビーフパティ、グリルオニオン、レタス、ピクルス、テリヤキソース】

¥1,200

テリヤキソースにシャキシャキレタスとマヨネーズ。幅広い年代に人気。

80

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

カリカリに揚げたイカリングのフライ。

フィッシュ＆チップス

¥1,300

【ビーフパティ、チェダーチーズ ×2、アボカド、グリルオニオン、スライストマト、レタス、ピクルス、

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

フライドシュリンプ

¥1,250

【ビーフパティ、レッドオニオン、マッシュルーム、スライストマト、レタス、ピクルス、デミグラスソース】

Dessert

¥780
¥780

ダブルチーズバーガー

テキサスサルサベーコンチーズバーガー

¥480

レモンとハーブで香り付けした
シュリンプカクテル

¥1,200

とろけるチェダーチーズはパティとの相性抜群！

ダブルチーズバーガー

¥1,280

和牛 100％のジューシーハンバーグ。焼き加減はお好みで。

ひな鳥丸ごとロースト

¥1,300

【ビーフパティ ×2、グリルオニオン、スライストマト、レタス、ピクルス、スモーキー BBQ ソース】

¥780

和牛 100％スキレットチーズハンバーグ

セビーチェ

肉厚ビーフパティのシンプルなバーガー。スモーキーな BBQ ソースがクセになります。

ダブルクラシックビーフバーガー

¥1,280
¥1,980

鹿児島の地野菜を濃厚なアンチョビソースで。

STARTERS & SIDE

¥1,000

ビーフパティが２枚でボリューム満点！

<200g>

アンガス牛のサーロインステーキを食べやすくカット。

・マッシュルーム

クラシックビーフバーガー

【ビーフパティ、グリルオニオン、スライストマト、レタス、ピクルス、スモーキー BBQ ソース】

¥980

鹿児島黒豚のスペアリブ

・フライドエッグ

・スライスベーコン

Classic

地野菜のグリル アンチョビソース

シーフード

コン、とろ〜り濃厚なチェダーチーズ、オニオン、マッシュルーム、

グリーンリーフとスパイシーナッツのサラダ

Grill & Roast

追加トッピング

¥1,300

テキサスサルサ
ベーコンチーズバーガー

¥1,350

ルバーガー。

オニオンマッシュルームバーガー ¥1,250

サーモン＆アボカド
モッツァレラチーズバーガー

シーザーサラダ

Ni k a n b a sh i バーガー

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ト マ ト 、レ タ ス を 入 れ 、マ ス タ ー ド を ピ リ ッ と 利 か せ た 当 店 の ス ペ シ ャ

ダブルクラシックビーフバーガー ¥1,300

Nikanbashi バーガー

¥780

ナッツ、プレッツェルの入ったサラダ。フレンチドレッシングでどうぞ。

Burgers

アボカドチーズバーガー

グリーンリーフと
スパイシーナッツのサラダ

★
★★

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

¥480

ボストンクラムチャウダー

当店の
おすすめ

Dinner
Menu

Burgers Menu

SOUP & SALAD

バーガーは全て
フレンチフライ付き

テキサスサルサベーコンチーズバーガー

ココナッツアイス

￥400

バナナキャラメル
ナッツサンデー

￥800

Fish
サーモン＆アボカドモッツァレラチーズバーガー

¥1,200

【モッツァレラチーズ、スモークサーモン、アボカド、レッドオニオン、タマゴサラダ、レタス】

ホワイトチョコの
ニューヨークチーズケーキ

￥800

ライチ・ラズベリー・
ローズサンデー

￥800

フライドアップルパイ＆
バニラアイス

￥700

スモークサーモン、アボカド、モッツァレラチーズなどをサンドしたサラダ感覚のヘルシーバーガー。
※お肉は使用しておりません。

サーモン＆アボカドモッツァレラチーズバーガー

追加トッピング

ボロネーゼ ミートハウススタイル

< 全 て 価 格 は 税 込 で す 。＞

ALL¥150

フライドエッグ / チェダーチーズ / アボカド / スライスベーコン
ハラペーニョ / ピクルス / マッシュルーム / サルサソース

< 全 て 価 格 は 税 込 で す 。＞

Dinner
Menu

SOUP & SALAD

Nikanbashi burger

¥1,350

Classic burger

¥1,000

Classic double burger

¥1,300

Cheese burger

¥1,200

Double cheese burger

¥1,500

Onion&mushroom burger

¥1,250

Avocado&cheese burger

¥1,300

Teriyaki burger
Nikanbashi burger
For the details,please refer to the attached sheet.

¥1,300

¥1,200

¥780

Caesar salad

¥890

Cobb's salad

¥890

ADD TOPPINGS

Ni k a n b a s h i b u r g e r

【Beef Patty, Smoked bacon (House-made bacon of

・Avocado
・Sliced bacon

Spareribs

・Jalapeno pepper
・Pickles

¥1,480

Angus beef steak
served grilled vegetables

¥1,980
¥2,980

<200g>
<300g>

・Mexican sauce

<half>
<full>

Seafood Marinade

Shrimp, Calamari, Octopus, Seabream, Shells

¥880

Seafood Marinade

Classic double burger

¥1,300

Cheese burger

¥1,200

【Beef patty,Cheddar cheese×2,Grilled onion,Sliced tomato,Lettuce,

【Beef patty×2,Cheddar cheese×4,Grilled onion,Sliced tomato,Lettuce,

<full>

Smoked salmon
Lemon&herb ﬂavored
shrimp cocktail
Fried shrimp

¥1,990
¥3,980

Onion&mushroom burger

¥1,250

Avocado&cheese burger

¥1,300

【Beef patty,Red onion,Mushroom,Sliced tomato,lettuce,Demi-glace sauce】

Roasted whole chicken

【Beef patty,Cheddar cheese,Avocado,Grilled onion,Sliced tomato,lettuce,
Thousand Island sauce】

Texas style bacon&cheese burger

【Beef patty,Cheddar cheese×2,bacon,Grilled onion,Sliced tomato,Lettuce,Pickles,

Dessert

¥480
¥780

Pasta ALL ￥9

¥780

・ Spaghetti “Bolognese”

¥680
Crispy fried calamari rings

¥680

Mexican style chorizo

¥780

Fish-and-Chips

¥780

Fried potatoes

¥480

・ Linguini with smoked salmon and

green onion,cream sauce

Fried potatoes with garlic ﬂavor ¥480
Spicy deep fried onion
Garlic toast

¥580
¥300

¥1,200

Teriyaki burger
【Beef Patty,Grilled onion,Lettuce,Pickles、TERIYAKI sauce】

80
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¥1,300

Salsa sauce】

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fish-and-Chips

Double cheese burger

Special

¥1,280
<half>

¥1,500

Smokey BBQ sauce】

Anchovies,olives,and mushrooms ¥580
Pickled vegetables

mend

Smokey BBQ sauce】

Double cheese burger

¥780

“Wagyu” hamburg steak with cheese

STARTERS & SIDE

¥1,000

【Beef patties×2,Grilled onion,Sliced tomato,Lettuce, Smokey BBQ sauce】

¥1,280
¥1,980

Grilled vegetables with anchovy sauce

Canadian Lobster

Classic burger

【Beef patty,Grilled onion,Sliced tomato,Lettuce,Smokey BBQ sauce】

¥980

Grilled lamb with rosemary and garlic

Roasted whole chicken

・Mushroom

Our
recom-

Mushrooms, Sliced tomato, Lettuce, House sauce】

Classic

It's the top seller!

・Cheddar cheese

★
★★

local Pork), Cheddar cheese, Grilled onion,
Green leaf&spicy nuts salad with french dressing

Spareribs (Kagoshima kurobuta pork)

・Fried egg

¥1,350

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grill & Roast

ALL
¥150

¥1,200

Salmon&avocado
&mozzarella cheese burger

Green leaf&spicy nuts salad
with french dressing

ALL BURGERS ARE
SERVED WITH FRIES

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

¥480

Boston style clam chowder

Burgers

Texas style bacon
&cheese burger

Burgers Menu

Texas style bacon&cheese burger

Coconuts ice cream

￥400

Banana caramel sundae
with nuts

￥800

Fish
Salmon&avocado&mozzarella cheese burger

¥1,200

【Mozzarella cheese, Smoked salmon, Avocado, Red onion, Egg salad, Lettuce】

White chocolate
cheese cake

￥800

Sundae with Lychee,
raspberry, rose

￥800

Fried apple pie &
Vanilla ice cream

￥700

※Meatless

Salmon&avocado&mozzarella cheese burger

ALL¥150
ADD TOPPINGS

Spaghetti “Bolognese”

<All prices are tax included.＞

Fried egg/Cheddar cheese/Avocado/Sliced bacon
Jalapeno pepper/Pickles/Mushroom/Mexican sauce

<All prices are tax included.＞

