フルーツを組み合わせたハンバーガー

Fruit Hamburger
ハウスサラダ・ベイクドポテト付き
ランチタイムはサラダ・サイドディッシュをそれぞれお選びいただけます

♛ 当店のおすすめ

ジャックスバーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,580

JACK's Burger
自家製ピーナツバターの香ばしい風味とバナナの甘味、ベーコンの塩味がマッチング
初めてご来店の方にぜひ召し上がっていただきたい当店の看板メニューです
レギュラーバンズ・レタス・トマト・ビーフパティ・バナナ・ベーコン・チェダーチーズ・ピーナツバター
bun, lettuce, tomato, beef patty, banana, bacon, cheese, peanut butter

オレンジとグリーンペッパー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,620

Orange & green pepper
甘酸っぱいオレンジの果肉をゴーダチーズ、サワークリームと合わせ、グリーンペッパー(胡椒の未熟果)
の塩漬けとバルサミコクリーム。

グリーンペッパーを噛み締めた時の辛味がクセになります。

レギュラーバンズ・レタス・ビーフパティ・オレンジ果肉・グリーンペッパー・ゴーダチーズ・サワークリーム
bun, lettuce, beef patty, orange, green pepper, gauda cheese

ハワイアンバーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,620

Bacon & pineapple
ハンバーガーやピザのトッピングとして一番よく登場するフルーツといえばパイナップル
ベーコンとの王道コンビです。
レギュラーバンズ・レタス・トマト・ベーコン・パイナップル・ビーフパティ
bun, lettuce, tomato, bacon, pineapple, beef patty

AbbbC(エービーシー)バーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,680

ジャックスキッチンが作るクセが強めのABCバーガー
名古屋らしいAといえば"あんこ" そこに合わせるBはベーコン、ブルーチーズ、バター
Cはジャックスキッチンらしくフルーツのクランベリー。初めてご来店の方には他のメニューをおすすめします
レギュラーバンズ・レタス・ベーコン・ビーフパティ・あんこ・ブルーチーズバター・クランベリー
bun, lettuce, beef patty, sweet bean paste, gorgonzola cheese, butter, cranberry

低糖質バンズ ご用意しております

各メニュー＋¥50

フルーツ、チーズ、フュージョンカテゴリーのハンバーガーが対象です
ビスポークカテゴリーのバーガーは除く

各メニュー専用の個性的なパンを使用した ビスポークシリーズ

Hamburgers used bespoke bun
ハウスサラダ・ベイクドポテト付き
ランチタイムはサラダ・サイドディッシュをそれぞれお選びいただけます

♛ 当店のおすすめ

アンバーマフィンバーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,680

English muffin burger
メープル風味のイングリッシュマフィンを使用。自家製の豚トロスモークとチーズ入り。
バーガーとしてのボリュームは軽めです
イングリッシュマフィン・レタス・ビーフパティ・豚トロスモーク・チェダーチーズ
maple flavored english muffin, beef patty, smoked pork neck, chedder cheese

クリスピーブラック（オリーブベーコンチーズ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,680

Black olive & gouda cheese
ブラックオリーブとゴーダチーズ入りのフランスパン風クリスピーバンズ使用
パティにはベーコンとカマンベールチーズを乗せています
オリーブ＆チーズ入りクリスピーバンズ・レタス・トマト・ビーフパティ・カマンベールチーズ・ベーコン
bun, lettuce, tomato, beef patty, cheese, bacon, black olive

クリスピーグリーン（ハラペーニョベーコンチーズ）

・・・・・・・・・

¥1,580

Jalapeno pickles & gouda cheese
ハラペーニョとゴーダチーズ入りのフランスパン風クリスピーバンズ使用
パティにはベーコンとチェダーチーズを乗せています
ハラペーニョ＆チーズ入りクリスピーバンズ・レタス・トマト・ビーフパティ・チェダーチーズ・ベーコン
bun, lettuce, tomato, beef patty, cheese, bacon, black olive

ランチタイム限定メニュー

グレイスバーガー（オープンスタイルベーコンエッグ）

・・・・・・・・・

¥1,620

bacon & egg with sliced bread
ナイフとフォークで召し上がっていただくオープンスタイルのバーガーです。バンズ生地を食パン型で焼き上げ
パティ、ベーコン、名古屋コーチン半熟卵、カシスマスタード入りマヨネーズをトッピングしています
角食パン・ビーフパティ・ベーコン・半熟卵・カシスマスタードマヨネーズ・スプラウト・焼きトマト・オニオンチップ
bun, lettuce, tomato, beef patty, cheese, bacon, black olive

食事に制限のある方（妊娠中、アレルギーなど）はINFORMATIONページもご覧ください
"食材の組み合わせを楽しむハンバーガー"をコンセプトにしております。パティの追加は調和が
損なわれるため推奨いたしませんが、必要な場合は下記メニューのみ対応いたします。 ＋￥3０５
ジャックスバーガー・メキシカンチリ・ベーコンチーズベーシック・ハワイアン

チーズを乗せたハンバーガー

Hamburger with cheese
ハウスサラダ・ベイクドポテト付き
ランチタイムはサラダ・サイドディッシュをそれぞれお選びいただけます

ゴルゴンゾーラバーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,680

Gorgonzola cheese burger
ビーフパティとゴルゴンゾーラチーズのみのシンプルな構成です
別添えのはちみつをお好みでかけてお召し上がりください
レギュラーバンズ・レタス・ビーフパティ・ゴルゴンゾーラチーズ
bun, beef patty, gorgonzola cheese

きのこのマリネとカマンベールチーズ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,680

Mushroom & camembert cheese
カマンベールチーズのミルキーな味わいにきのこのオイルマリネで旨味をプラス
きのこは数種類をミックスしています。
レギュラーバンズ・レタス・ビーフパティ・きのこオイルマリネ・カマンベールチーズ
bun, lettuce, beef patty, mushroom, camembert cheese

マルゲリータバーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,580

Margherita burger
自家製トマトソースとモッツァレラチーズをトッピングしたあっさりとしたバーガーです
ブラックオリーブとバジルソースもトッピングしたイタリアンテイスト
バンズ・トマトソース・ビーフパティ・モッツァレラチーズ・ブラックオリーブ・レタス・バジルソース
bun, tomato sauce, beef patty, mozzarella cheese, black olive, lettuce

ベーコンチーズバーガー（ベーシック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,620

Bacon & chedder cheese burger
スライスベーコンとチェダーチーズのオーソドックスなバーガー
レギュラーバンズ・レタス・トマト・ベーコン・ビーフパティ・チェダーチーズ・ブラックペッパー
bun, lettuce, tomato, bacon, beef patty, chedder cheese

低糖質バンズ ご用意しております

各メニュー＋¥50

フルーツ、チーズ、フュージョンカテゴリーのハンバーガーが対象です
ビスポークカテゴリーのバーガーは除く

多国籍なバーガーメニュー

Fusion hamburgers
ハウスサラダ・ベイクドポテト付き
ランチタイムはサラダ・サイドディッシュをそれぞれお選びいただけます

Japanese

焼きねぎとモッツァレラチーズバーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥1,620

japanese leek & mozzarela cheese
焦がし醤油の風味と柚子胡椒マヨネーズの辛みが効いた和テイストバーガー
レギュラーバンズ・レタス・ビーフパティ・焼きねぎ・モッツァレラチーズ・醤油・柚子胡椒マヨネーズ・かつお節
bun, beef patty, japanese leek, mozzarela cheese, soy sauce, yuzu pepper
bun, lettuce, tomato, beef patty, cheese, bacon, black olive

Mexican

メキシカンチリバーガー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥1,620

Chili meat burger
自家製チリミートソースがたっぷり 辛味が苦手な方はご遠慮ください
とうもろこしのチーズ焼き、サワークリーム、ハラペーニョピクルスのトッピング
レギュラーバンズ・レタス・トマト・コーン・ビーフパティ・チリミート・サワークリーム・ハラペーニョ
bun,lettuce, tomato, beef patty, chili meat sauce, corn, cheese, sour cream, jalapeno

ランチタイム限定メニュー

スイートチリバーガー

（ポークパティ※使用）

・・・・・・・・・

¥1,480

Sweet chili sauce & pork patti
スイートチリソースとポークパティ、目玉焼きのアジアンテイストハンバーガー
レギュラーバンズ・大葉・キリボシ・ポークパティ・スイートチリソース、目玉焼き
bun, green perilla, pickled japanese radish, pork patty, sweet chili sause, fried egg

ランチタイム限定メニュー

てりやきバーガー

（ポークパティ※使用）

・・・・・・・・・

¥1,380

TERIYAKI PORK
バルサミコビネガー入りてりやきソースとキリボシ（切干大根のザワークラウト風）
レギュラーバンズ・レタス・キリボシ・ポークパティ・てりやきソース・マヨネーズ
bun, lettuce, pickled japanese radish, pork patty, teriyaki sause, mayonnaise

※ポークパティは75ｇの薄いパティを2枚（合計150ｇ）使用しています

食事に制限のある方（妊娠中、アレルギーなど）はINFORMATIONページもご覧ください
"食材の組み合わせを楽しむハンバーガー"をコンセプトにしております。パティの追加は調和が
損なわれるため推奨いたしませんが、必要な場合は下記メニューのみ対応いたします。 ＋￥3０５
ジャックスバーガー・メキシカンチリ・ベーコンチーズベーシック・ハワイアン

