S

Our burgers are made with carefully selected ingredients for buns, patties, cheese, and
sauce to pump up your energy.

ドラゴンバーガーは、外側のバンズから中身のパテ、さらに味のアクセントとなるチーズやソース・
塩まで、全て厳選したものを使うことにより、口に入れた瞬間に心と身体を元気にします！
Three steaming steps....
Our burgers go through a three step steaming process during preparation.
ドラゴンバーガーはご注文を頂いてから出来上がるまでに、スチームを３回かけます。
Those three steps are:
1. To cook the patties; 肉を焼き上げるときに芯まで火を通すために
2. To melt the cheese; チーズを溶かしてなじませるために

3. To make the buns soft and fluffy バンズをフワフワにするために
...We will put our heart and soul into making the best "Power Burger" for you.
愛と感謝を込めて・・・

KYOTO

BURGERS
Yuzu-kosho burger

All prices include tax（価格は全て税込です）

Dragon burger

ゆずこしょう

ベーシックなハンバーガー
京漬物を使った独創的な味わい

Cheese

柚子胡椒とスイート・チリソース
薄切り大根の食感も絶妙！

Basic burger
with
Kyoto tsukemono pickles

Lettuce

Kujo welsh onion,
Bacon
shogoin turnip
with
yuzu pepper mayonnaise
and sweet chili sauce

1,020 yen

Mustard

Kyoto
tsukemono
pickles

Ketchup

Cacao BBQ burger
バーベキュー

Chocolate
BBQ sauce
Kyoto pickles

Fried
onions
Wasabi
mayonnaise

ブルーチーズバーガー

Kujo
welsh
onion

ブルーチーズ＆トリュフソース
濃厚なソースにさっぱり京野菜

Kyo mizuna
Blue cheese

黒糖入

Colorful buns are also
fun 6cm, bite size!!
You can enjoy
various tastes

×1

Wakame
seaweed

サムライバーガー

Wasabi
mayonnaise

Manganji
capsicum

Jolokia
sauce

京都産の万願寺唐辛子にジョロ
キアソースの「激辛」バーガー！

1,230 yen

Topping

Cheese
Lettuce
Mustard

Ketchup

★お好きな具材を追加して
Add your favorite ingredients

Original Burger!!

ミニバーガー

カラフルなバンズも楽しい
直径 6 ㎝の食べきりサイズ！
色々な味を楽しめます

1,120 yen

Fried
onion

Manganji capsicum
with
Jolokia sauce
very hot !

Kujo welsh onion,
Bacon
Kyo mizuna, bacon
with
blue cheese mayonnaise
and truffle mayonnaise

米粉入

Sweet
chili sauce

Cheese
Kujo welsh onion,
wakame seaweed Japanese
with
mustard
wasabi mayonnaise
and Japanese mustard

Samurai burger

Blue cheese burger

Truffle oil sauce

Shogoin
turnip

Kujo
welsh
onion

わさびソース＆和がらし
繊細な刺激と和テイスト

Fried onions,
Kyoto tsukemono pickles
with
bean-to-bar chocolate
BBQ sauce

Mini burger

Yuzu
pepper
mayonnaise

わさびバーガー

「ビーン・トゥ・バー」カカオ使用
スモーク＆スパイシーな味わい

1,430 yen

1,230 yen

Cheese

Wasabi burger

Cheese

カカオBBQバーガー

1,330 yen

Kujo welsh onion

柚子胡椒バーガー

ドラゴンバーガー

ミニドラゴン

人参入

ミニ柚子胡椒

ミニカカオBBQ

ほうれん草入

ミニわさび

670 yen, ×31,530 yen, ×4 2,040 yen

・エッグ

Egg

・ベーコン

Bacon

110yen
110yen
・ダブルチーズ Double cheese
160yen
・ダブルパティ Double Patty
410yen

）

ORIGINAL STEAK HACHÉ
牛粗挽き肉のオリジナルステーキ

Royal Foie gras Steak Haché

Avocado Steak Haché

ロワイヤル・フォアグラ ステーク・アッシェ

アボカド ステーク・アッシェ

1,800 yen

2,200 yen

OTHER

MAIN DISHES
Caesar Salad with Jamón Serrano Cheese Fries
チーズのせフライドポテト

生ハムと玉子のシーザーサラダ

900 yen

Potato Salad

700 yen

SIDE
DISH
French
Fries

フライドポテト

自家製ポテトサラダ

510 yen

310 yen

Fries & Rings

Onion rings

オニポテセット

オニオンリング

510 yen

510 yen

JAPANESE

Katsunuma blanc

WINE

勝沼ブラン
産地：山梨
葡萄 : 甲州

Dry Citrus flavour

Recommended pairing

Region : Yamanashi
Grape : Koshu

Glass
Bottle

750 yen
4,500 yen

Yuzu-kosho burger

Tanba Wine blanc

丹波鬼ワイン ブラン

産地：京都
葡萄 : シャルドネ / シュナン・ブラン

Fruity and clear

Recommended pairing

Region : Kyoto
Grape : Chardonnay / Chenin blanc

Glass
Bottle

750 yen
4,500 yen

Wasabi burger

Blue cheese burger

Avocado Burger

Katsunuma rouge

勝沼ルージュ

産地：山梨
葡萄 : ブラッククイーン

Region : Yamanashi
Grape : Black queen

Glass
Bottle

750 yen
4,500 yen

Medium body, Fruity, Silky

Recommended pairing

Dragon burger

Royal Foie gras Burger

Tanba Wine rouge

丹波鬼ワイン ルージュ

産地：京都
葡萄 : カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー

Region : Kyoto
Grape : Cabernet Sauvignon / Merlot

Glass
Bottle

750 yen
4,500 yen

Medium body, Smoothy tanic

Recommended pairing

Cacao BBQ burger

BEER

All prices include tax（価格は全て税込です）

Japanese Draft Beer
・ハートランド

Heartland

1986年から変わらぬ美味しさのオールモルト100%の
プレミアムビールです。
Tasty hop with 100%pur malt standard beer
since 1986.
alc 5%

R 510yen,

P 920yen

・グランドキリン IPL 華やかなで力強いホップ感。
Grand Kirin IPL Floral and tasty hop.
alc 6%

R 720yen, P 1,120yen

・４９６（ヨン キュー ロク）甘味・酸味・苦味の究極なバランス。
Perfect balance of fruity accidity biterness.
496
alc 6.5%

R 820yen, P 1,220yen

・ホワイトエール

White Ale

白ワインを思わせるフルーティーな香りと飲み心地。
Fruity and smoothy taste like a white wine.
alc 5.5%

R 820yen, P 1,220yen

Japanese Beer
・ヨナヨナエール

Yona yona ale

ふわっとした柑橘系みかんに似た香りを感じる長野県
産のビールです。
A beer from Nagano that feels like a soft
citrus orange.
alc 5.5 %

R 750yen

チェリー、
ビルベリー、エルダーベリー、
ストロベリー、
ラ
ズベリーのフシュジュースをブレンドして造られた甘さ
と酸味が楽しめます。
Enjoy the sweetness and sourness of a blend
of cherry, bilberry, elderberry, strawberry
and raspberry juice.
alc 4.2%

R 800yen

Belgian Beer
・リーフマンス

Liefmans

COCKTAIL

Apple Cider
・ストロングボウ

Strongbow

1本にリンゴを約1.5個使用したアップルサイダーのよう
なお酒。
A liquor like apple cider that uses about 1.5
apples per bottle.

800yen

Cocktail
・ジン・トニック

Gin and Tonic

・ハイボール

Highball

・ジンジャーハイボール

Whisky and Ginger

・コークハイ

Whisky and Coke

600yen
500yen
600yen
600yen

N

NON-ALCOHOLIC

DRINK

All prices include tax（価格は全て税込です）

Soft drink
・コカコーラ

・自家製ジンジャーエール

Coca-Cola

Homemade ginger ale
スパイスが香る自家製ジンジャーエール。
Homemade ginger ale with spices.

・コーラゼロ

Cola zero

・カルピス

S 410yen,

Calpis

・カルピスソーダ

L 510yen

Calpis Soda

・ジンジャーエール

・ナベグラヴィ（天然炭酸水）

Ginger ale

Nabeghlavi (Sparkling)
世界トップクラスのミンネラル含有量！
！
飲むだけでエイジングケアできる水。
World-class mineral content! !
Water that can be aged just by
drinking.

・烏龍茶

Oolong tea

・100% オレンジジュース

Orange100%

・炭酸水

Sparkling water

S 310yen,

L 410yen

Coffee and tea

S 350yen,

・コーヒー（ホット / アイス）

・W エスプレッソ（ホット / アイス）

・紅茶（ホット / アイス）

・カフェラテ（ホット / アイス）

・エスプレッソ（ホット / アイス）

・ソイラテ（ホット / アイス）

Coffee (hot/ice)

L 600yen

W-espresso (hot/ice)

Tea (hot/ice)

Cafe latte (hot/ice)

Espresso (hot/ice)

Soy latte (hot/ice)

310yen

・抹茶ラテ（ホット / アイス）

Matcha Latte (hot/ice)

410yen

DESSERTS

Desserts

・バスク風チーズケーキ レモンソルベ添え

Basque cheesecake with lemon sherbet

450yen

・抹茶ソフトクリーム（コーン / カップ）

Maccha Soft cream (cone/cup)

310yen

