HAMBURGERS

（単品）

・バーガーには全てレタス、トマト、オニオンマヨネーズが入ります。
ご希望で抜きでもお作りもできます。

AVOCADO
Avocado Cheese
アボカドチーズ

・価格は税込みです。

¥1100

アボカド＋チーズ

Avocado Bacon
アボカドベーコン

¥1050

アボカド＋ベーコン

Avocado Tartar
アボカドタルタル

¥1050

アボカド＋タルタル

Wcheese Avocado

¥1150

Ｗチーズアボカド

アボカドチーズ＋Ｗチーズ＋スィートチリＳ

Avocado

¥950

アボカド

AvocadoCheese
Avocado Bacon

WCheese Avocado
Avocado Tartar

アボカド

TERIYAKI
Teriyaki tartar
テリタル

タルタル＋テリヤキＳ

Teri Tar Egg

Avocado Cheese

テリタルエッグ

SPICY
レッドホットチリＳ

¥800
スィートチリＳ

Sweetchili Pine
スィートチリパイン

Chilibeans Cheese
チリビーンズチーズ

¥1000

パインエッグ＋スィートチリＳ

Sweetchili Pine Cheese
スィートチリパインチーズ

¥900

パイン+スィートチリＳ

Sweetchili Pine Egg
スィートチリパインエッグ

¥950

チーズ＋レッドホットチリＳ

Sweetchili
スィートチリ

テリヤキＳ

¥800

Redhotchili Cheese
レッドホットチリチーズ

¥800

ChilibeansCheese

Redhotchili
レッドホットチリ

¥900

エッグ＋テリヤキＳ

Teriyaki
テリヤキ

¥900

パイン＋テリヤキＳ

Teriyaki Egg
テリヤキエッグ

¥1000

エッグ＋タルタル＋テリヤキＳ

Teriyaki Pine
テリヤキパイン

¥900

¥1050

パインチーズ＋スィートチリＳ

チリビーンズ+チーズ+レッドホットチリＳ

Chilibeans Egg
チリビーンズエッグ

Jalapeno
ハラペーニョ

¥1200
¥1200

チリビーンズ+エッグ+レッドホットチリＳ

¥1000
ハラペーニョ＋レッドホットチリＳ

SPECIAL
スペシャルバーガー
当店オリジナルのトッピングの組み合わせです。
REDS’ BURGER は店主が修行中した
老舗バーガーショップの看板メニューです！
ピリ辛メキシカンやパイナップルとスィートチリが
REDS’

Mozzarella Mushroom

REDS’ Burger
レッズ

相性抜群のハワイアンなど他では味わえない
Mexican

オリジナルバーガー、ぜひお召し上がりください！

¥1250

チーズ+ベーコン+パイン＋エッグ

DoubleREDS’ Burger
ダブルレッズ

¥1550

Mexican

レッズ∔パティ
※ＢＢＱ ｏｒ テリヤキ ｏｒ レッドホットチリＳ ｏｒ スィートチリＳ

MozzarellaMushroom
モツァレラマッシュルーム

Mexican
メキシカン

¥1100

モツァレラチーズ＋マッシュルーム
レッドホットチリＳ

¥1350

＋チリビーンズ＋ハラペーニョ＋アボカド＋チーズ

Hawaiian
ハワイアン

¥1250

ChilibeansCheese

アボカド＋パイン＋チーズ＋エッグ

STANDARDCIAL
Hamburger

SPETOPPINGCIA
Bacon /Egg/Pine/GrilledOnion
ベーコン / エッグ / パイン / グリルドオニオン
ハラペーニョ / 自家製タルタル

ハンバーガー

ＢＢＱ

ダブルバーガー

パティ×２＋ＢＢＱ

Doubleburger

DoubleCheese

Jalapeno/Tartar/

¥800

¥100

Cheese
チーズ

¥950
チーズ＋ＢＢＱ

Double Cheese
チーズ

Bacon Egg
ベーコンエッグ

¥1000
ベーコン＋エッグ＋ＢＢＱ

Bacon Cheese

チェダーチーズ / モツァレラチーズ

ベーコンチーズ

Avocado/Chilibeans/Sourcream
アボカド / チリビーンズ / サワークリーム
¥150

Bacon Egg Cheese

HomemadeBacon/PulledPork
自家製ベーコン / 自家製プルドポーク
¥200

Chicken

100%BeefPatty

KIDS BURGER SET

¥300

¥1400

パティ×２＋チーズ×２＋ＢＢＱ

CheddarChese/MozzarellaCheese

100％ビープパティ

¥1100

¥1050

ベーコン＋チーズ＋ＢＢＱ

¥1150

ベーコンエッグチーズ ベーコン＋エッグ＋チーズ＋ＢＢＱ

チキン

¥800

テリヤキ or スィートチリ or レッドホットチリ

ミニバーガー ポテト オニオンリング ドリンク

¥700

COMBO

※価格はすべて税込表示です Including Tax

バーガーとセットでどうぞ
ドリンク

FRENCH FRIES

DRINK

1 コンボ＝￥150
2 コンボ＝￥250
3 コンボ＝￥350

オニオンリング 3Pcs

ポテト

ONION RING 3pcs

ドリンク 又は ポテト 又は オニオンリング
ドリンク+ポテト 又は ドリンク+オニオンリング 又は ポテト+オニオンリング
ドリンク+ポテト+オニオンリング

ポテト大盛り +￥100

オニオンリング 3pcs +￥150

1COMBO=¥150 2COMBO=¥250 3COMBO=¥350
セットドリンク / COMBO DRINK
Coca-Cola / GingerAle / Lemon Soda / Melon Soda
コカコーラ

/ ジンジャーエール / レモンスカッシュ / メロンソーダ

Iced Coffee / Iced Tea / Iced Cappucchino / Ooolong Tea
アイスコーヒー / アイスティー

/ アイスカプチーノ

/ ウーロン茶

Coffee / Hot Tea / Cappucchino
コーヒー

/ ホットティー

Just Drink ¥300

/ カプチーノ

単品ドリンク ￥300

その他ドリンク / OTHER DRINKS

バーガーとセットで￥100 引き / With Burger \100 OFF

IceCream on top Cola・Melon・Iced Coffee
コーラフロート

¥500

/ クリームソーダ / コーヒーフロート （テイクアウト不可）

Dr.Pepper ¥400 / Root Beer ¥400
ドクターペッパー ￥400

ビール / BEER

/

ルートビア

\500

¥400

¥600 （テイクアウト不可）

Heineken / Budweiser / Corona / HEARTLAND / Asahi
ハイネケン / バドワイサー

/ コロナ

Craft Beer (unomori)

/ ハートランド / スーパードライ

¥700~

クラフトビール （鵜の森店のみ） 別メニューあり

サイドメニュー / SIDE MENU
Fried Potato S/¥350 L/¥550 ChiliCheeseFries S/¥600 L/¥800
フライドポテト

Tartar Fries S/¥450 L/¥650

チリビーンズチーズフライ（ポテトにチリビーンズチーズ）

タルタルフライ （ポテトのタルタルソースがけ）

Onion Rings 9pcs
オニオンリング 9 ピース

¥450 / Fried Chicken 1P ¥350
/ フライドチキン 1P

