As Natural As Possible

（フライドポテト付き）

天然素材・自然によりそった
コンセプトのハンバーガー作り。

全粒粉ゴマバンズ、信州黒毛和牛 100% ハンバーグ (100g)、
サニーレタス、キャベツ、ピクルス、トマト、オーロラソース、
Graham sesami bun,"Shinshu" Beef100% patty(100g),
フライドポテト

（フライドポテト付き）

¥1200

¥2200

●バンズ、ソースは、乳製品、卵不使用のものに変更できます。
You can turn it into bread or sauce that does not use dairy products and eggs.

アボカド
Avocado

チーズ

Uses 1/4 ripe Mexican avocado

Cheese

Cheese Burger

モッツアレラとレッドチェダーの
ナチュラルチーズ使用

チーズバーガー ¥1400

Uses mozzarella and
red cheddar natural cheese

（フライドポテト付き）

バーガー+レッドチェダー、モッツアレラ

Beverages

軽井沢タリアセンコーヒー（ホット／アイス）
Karuizawa Taliesin Coﬀee(Hot/Iced)

自家焙煎コーヒー豆使用

￥400

Cafe Latte(Hot/Iced)

自家焙煎コーヒー豆使用

紅茶 アールグレー（ホット／アイス）
Tea Earl Grey(Hot/Iced)

ダージリン（ホット／アイス）

Tea Darjeeling(Hot/Iced)

自家製ジンジャーエール
高知県産生姜使用

Home-made Ginger Ale

フレッシュレモネード無糖（ホット／アイス）
Fresh Lemonade 〜 Sugar Free(Hot/Iced)

ワックス、防腐剤不使用レモン使用

フレッシュレモンスカッシュ無糖
Fresh Lemon Soda 〜 Sugar Free

ワックス、防腐剤不使用レモン使用

信州りんごジュース (100%)
オレンジジュース (100%)
コカ・コーラ
カルピス

"Shinshu" Apple Juice

Orange Juice

Coca Cola

バーガー+アボカド1/4個

Oolong Tea
Mineral Water

+ ドリンクセット

￥250

テリヤキバーガー ¥1300
（フライドポテト付き）
バーガー+テリヤキソース

Avocado Cheese Burger

￥300
￥300
￥500
￥400

￥150
￥150
￥350
￥250

￥400

￥250

￥400

￥250

￥300
￥300
￥300

Calpis

ミネラルウォーター

￥150

アボカドバーガー ¥1400
（フライドポテト付き）

￥300
￥200
バーガー料金に

￥150
￥150
￥150
￥150
￥150

+ 150〜
プラス

¥

バーガーメニューにお好みのドリンクをセットにできます
+Drink Set You can set your favorite drink in your favorite burger.

アボカドチーズ

（フライドポテト付き）

バーガー+アボカド1/4個+レッドチェダー、モッツアレラ

チリ Chili +¥150
長野県産ハラペーニョの
自家製ピクルス
Homemade pickles of jalapeno
from Nagano prefecture

Cheese W Burger

Monster Burger

ダブルバーガー ¥1800
（フライドポテト付き）

モンスターバーガー ¥3000

（フライドポテト付き）

Avocado W Burger

モンスターチーズ

¥3800

（フライドポテト付き）

Wバーガー+アボカド1/4個

4バーガー+レッドチェダー、モッツアレラ

"TERIYAKI" W Burger

"TERIYAKI" Monster Burger

ダブルテリヤキ ¥1900
（フライドポテト付き）

¥3100

（フライドポテト付き）

4バーガー+テリヤキソース

Avocado Cheese Monster Burger

ダブルアボカドチーズ ¥2400
（フライドポテト付き）

モンスターアボカドチーズ

（フライドポテト付き）

Wバーガー+アボカド1/4個+レッドチェダー、モッツアレラ

Great!

自家製ベーコン +¥400

目玉焼き +¥150

国産フレッシュマッシュルーム使用

国産豚肉使用の自家製ベーコン

信州ブランド卵の浅間小町使用

Homemade Bacon

Use of Shinshu brand egg Asama Komachi

+ 150〜

Beer
on Tap

Yona Yona Ale(American Pale Ale)

水曜日のネコ（ベルジャン・ホワイト・エール） S size

¥

S size

¥

Suiyoubi no Neko(Belgian White Ale)

インドの青鬼 (IPA)

ル
ー
生ビ

Indo no Aooni(IPA)

Yoho Brewing/Karuizawa
3 種類・おトクな

飲み比べセット（各 S サイズ )
Beer Flight Set(each S size)

1650

¥

(240cc)

(240cc)

(240cc)

(360cc)

800

¥

600 R size

¥

Soups

(360cc)

(360cc)

S¥450 R¥600
セット価格

800

S¥450 R¥600

800

セット価格

S¥450 R¥600

無添加スープ

500

じゃがいものポタージュ ¥
Potage of potatoes

口当たりなめらかなキタアカリのポタージュ

スパイシー野菜スープ〜ガンボ風〜
Spicy vegetable soup ˜ Gumbo style ˜

みたらしポテト

Mitarashi Fried Potato Wedges
フライドポテトにテリヤキソースをかけました

キッズバーガー
Kids Burger(with Drink&Fried Potato)
約2/3サイズのバーガー、ポテト、
ドリンク

（ポテト・ドリンク付き）

¥950

Soft-Serve Ice Cream
チョコレートサンデー ¥500
Chocolate Sundae

セット価格

¥

600 R size

Amazing!

ソフトクリーム

¥

600 R size

¥

¥600

Regular

Yummy! ¥1050

+Drink Set You can set your favorite drink in your favorite burger.
よなよなエール（アメリカン・ペール・エール） S size

¥400

（ポテト・ドリンク付き）

上記バーガーメニューにお好みのドリンクをセットにできます
軽井沢 ヤッホーブルーイング

Small

Kids Cheese Burger(with Drink&Fried Potato)
キッズバーガーにチェダーチーズをトッピング

Fried egg

Homemade bacon using domestic pork

バーガー料金に

Fried Potato Wedges
国産じゃがいも・キタアカリの櫛形カット

キッズチーズバーガー

マッシュルーム+¥250

+ ドリンクセット

フライドポテトウェッジ

¥4000

上のバーガーに
トッピングできます！
「さらに追加」

プラス

¥500

¥500

モンスターテリヤキ

Wバーガー+テリヤキソース

Uses domestic fresh mushrooms

KBC Salad
オリジナルドレッシングの気まぐれサラダ

Cheese Monster Burger

ダブルアボカド ¥2000
（フライドポテト付き）

Mushroom

塩のみ使用

¥3200

Avocado Cheese W Burger

¥1600



KBC サラダ

Monster(4 Beef Patties)Burger
& Fried Potato Wedges
+アボカド1/4個

ケイジャンスパイス使用の濃厚スパイシースープ

¥

600

ナガノパープルサンデー ¥
600
NAGANO Purple Sundae
長野県オリジナル品種の高級葡萄の生シロップ使用

軽井沢タリアセン
コーヒーソフト
Karuizawa Taliesin
Coﬀee

自
家
焙
煎
コー
ヒ
ー
豆
使
用

ウーロン茶

￥350

Avocado Burger



自然製法の

減

（フライドポテト付き）

Wバーガー

"TERIYAKI" Burger

カフェラテ（ホット／アイス）

紅茶

ドリンク
セット価格

YUM!

モンスター
アボカド
バーガー

Double(2 Beef Patties)Burger
& Fried Potato Wedges
+レッドチェダー、モッツアレラ



 

肪酸極力低

不使用

ダブル
チーズバーガー

Burger
& Fried Potato Wedges

トランス脂

化学調味料

I love it.

Red leaf lettuce,Cabbage,Pickles,Tomato,
Sauce aurore,Fried Potato Wedges

●ハンバーガーのパティは信州黒毛和牛、国産たまねぎのソテー、
自然塩、胡椒だけで作っております。

メキシコ産完熟アボカドを使用

ハンバーガーは、全品
ポテト付き
！

バーガー





¥400

バニラ＆
コーヒー
ミックス

Mix of vanila & coﬀee

¥400

バニラ
Vanila

¥400

