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Dragon burger

1,100 yen（税込）

ドラゴンバーガー
京漬物を使った独創的な味わい
迷ったらまずはこれから！

Wasabi burger

1,120 yen（税込）

わさびバーガー
わさびソース＆和がらしの繊細な刺激と和テイスト
世界中のゲストが
アメージングと口を揃えた一品

Cacao burger

1,330 yen（税込）

カカオバーガー
「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が
一度はまったら病みつきになります

Blue cheese burger

1,430 yen（税込）

ブルーチーズバーガー
ゴルゴンゾーラ＆トリュフソースの
濃厚ソースにさっぱり京野菜が
粗挽きビーフパティと相性抜群 !

Yuzu-kosho burger

1,230 yen（税込）

柚子胡椒バーガー
柚子胡椒とスイート・チリソース
薄切り大根の食感と
ほのかな酸味とコクが
絶妙な不動のスペシャリティー

ゆずこしょう

Side Foods <サイドメニュー>
・ポテトフライ

・オニオンリング

・オニポテセット

・コカコーラ
・コーラゼロ 
・カルピス
・カルピスソーダ 
・ジンジャーエール
・100%オレンジジュース
・炭酸水
・烏龍茶

380yen（税込）

・コーヒー（ホット/アイス）
・紅茶（ホット/アイス）
・エスプレッソ（ホット/アイス）

・カフェラテ（ホット/アイス）

380yen（税込）

480yen（税込）

・生ビール（ハートランド）
・ジントニック
・ハイボール
・ファジーネーブル
・グラスワイン（白/赤）

・ボトルワイン
      *ワインリストをご覧ください。

550yen（税込）

310yen（税込）

510yen（税込）

510yen（税込）

Drink Menu <ドリンク>

Topping <トッピング>

110yen（税込）
110yen（税込）
160yen（税込）
410yen（税込）

・エッグ

・ベーコン

・ダブルチーズ

・ダブルパティ

★お好きな具材を追加してOriginal Burger!!

ドラゴンバーガーのパティ（お肉）は、お客様に1番おい
しく召し上がって頂くため鮮度抜群な牧草牛100%を
「ミディアムレア」でご提供しております。

※ウェルダン（しっかり焼き）などをご希望のお客様はお気軽に
お申し付けください。
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Topping
110yen
110yen
160yen
410yen
（Tax inc.）

・Egg

・Bacon

・Double cheese

・Double Patty

★Add your favorite ingredients Original Burger!!

Dragon burger

1,100 yen（Tax inc.）

Basic burger
with
Kyoto tsukemono
pickles

Wasabi burger

1,120 yen（Tax inc.）

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

Cacao burger

1,330 yen（Tax inc.）

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

Blue cheese burger

1,430 yen（Tax inc.）

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

Yuzu-kosho burger

1,230 yen（Tax inc.）

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

Side Foods
・French fries

・Onion rings

・Fries & Rings

・Coca-Cola
・Cola zero 
・Calpis
・Calpis Soda 
・Ginger ale
・Orange100%
・Sparkling water
・Oolong tea

380yen（Tax inc.）

・Coffee (hot/ice)
・Tea (hot/ice)
・Espresso (hot/ice) 

・Cafe latte (hot/ice)

380yen（Tax inc.）

480yen（Tax inc.）

・Draft beer (heartland）
・Gin and tonic
・Highball
・Fuzzy nave
・Glass Wine (white/red)

・Bottle wine
   *Please look at the wine list.

550yen（Tax inc.）

310yen（Tax inc.）

510yen（Tax inc.）

510yen（Tax inc.）

Drink Menu

Dragon Burger Patty (meat) offers 100% 
fresh pasture beef in "medium rare" so 
that customers can enjoy it most deli-
ciously.

※Please let us know if you would like to use “Weldan.”


