BURGER

＊全てのハンバーガーにフライドポテトとピクルスが付きます。

バーガーメニュー

限定

人気

10個!

SIDE

1!

No.

EAT IN &

TAKE-AWAY OK!

サイドメニュー

フライドポテト

¥400

オニオンリング

¥500

チーズオンポテト

¥500

ナゲット

¥570

源たれベーコンチーズフライ ¥650

フィッシュ＆チップス

¥720

山盛りポテト

オーシャンズサラダ

¥520

French Fries

Cheese on Potatoes

Onion Rings

Nugget

Fish & Chips

GEN-TARE Bacon Cheese on Fries

¥590

Mountain of Potatoes

Ocean's Salad

チーズオン山盛りポテト ¥690
Cheese-on pile of potatoes

青森グラスフェッド

人気No.1のシグニチャーバーガー

短角和牛チーズバーガー ¥1,790 オーシャンズバーガー

あおもりといったら”りんご”でしょ！

青森アップルバーガー

¥1,700

¥1,530

Aomori Grassfed WAGYU Cheese Burger

Ocean’s Burger

Aomori Apple Burger

青森グラスフェッド短角和牛/トマト/チェダーチーズ/オニオン/
リーフレタス/ピクルス

アボカド/チェダーチーズ/トマト/オニオン/リーフレタス/
ピクルス/わさびマヨソース

青森県産りんごソテー/チェダーチーズ/トマト/オニオン/
リーフレタス/ピクルス

青森グラスフェッド
オーシャンズバーガー ダブルチーズ
短角和牛バーガー ¥1,730 スペシャル
¥1,790 バーガー

ベーコンチーズ

¥1,880 バーガー

Aomori Grassfed WAGYU Burger

Ocean’s Burger Special

青森グラスフェッド短角和牛/トマト/
オニオン/リーフレタス/ピクルス

アボカド/ベーコン/チェダーチーズ/トマト/オニ パテ✖2/チェダーチーズ✖2/トマト/
オン/リーフレタス/ピクルス/わさびマヨソース オニオン/リーフレタス/ピクルス

Double Cheese Burger

¥1,450

Bacon Cheese Burger

RICE

※フライドポテトの形状は仕入れによって変わります。

ライスメニュー

フィッシュバーガー

¥1,200

Fish Burger

ベーコン/チェダーチーズ/トマト/オニオ フィッシュフライ/チェダーチーズ/
ン/リーフレタス/ピクルス/BBQソース リーフレタス/タルタルソース

¥1,450

源タレバーガー ¥1,230 ハンバーガー

Pineapple Burger

ベーコン/目玉焼き/トマト/オニオン/
リーフレタス/ピクルス/BBQソース

パイナップルソテー/チェダーチーズ/トマト/オ 青森のソウルフード「スタミナ源たれ」 トマト/オニオン/リーフレタス/
ニオン/リーフレタス/ピクルス/照焼きソース /オニオン/リーフレタス/マヨネーズ
ピクルス

KIDS BURGER
KIDS
mENU

Aomori GEN-TARE Burger

¥1,130 チーズバーガー ¥1,300

Bacon and Egg Burger

TOPPING

キッズバーガー

キッズバーガー
セット

Hamburger

Cheese Burger
トマト/チェダーチーズ/オニオン/
リーフレタス/ピクルス

Beef tendon curry

ジャスミンライスにグリルチキンを乗せ、
ホワイトソースで仕上げたNYの名物飯！

牛100%ハンバーグにとろーり目玉焼きをの
せたハワイ料理！
じっくり煮込んだ特製ソースで。

バーガーを作る過程で出てくる牛すじをじ
っくり煮込んだ旨味いっぱいのオリジナル
カレー。

SOFT DRINK

ウーロン茶

¥400

自家製クラフトコーラ ¥580

メロンソーダ

¥400

ペプシコーラ

クリームメロンソーダ ¥500

¥500

Kids Burger Set
ミニバーガー、ポテトがついた
お得なセットメニュー

¥400

Pepsi Cola ZERO

ジンジャエール
Ginger Ale

¥100!
OFF

･ アボカド / Avocado
･ ベーコン / Bacon
ALL ¥150

DRINK SET

SPECIALTY COFFEE

Cream Melon Soda

アイスティー
Iced Tea

¥400

青森りんごジュース ¥400

Aomori Apple juice

サントリー

オールフリー(334ml) ¥550

Suntory All Free (334ml)

青森シードルソーダ ¥620

Aomori Cidre Soda

ALCOHOL
ザ・モルツ

¥600

バドワイザー

¥620

ビアリー

¥520

THE MALT'S

ハンバーガー/ ライスをご注文の場合
上記のドリンクが100円引きとなります。

¥100

*セットのポテトにチーズをおかけします。

「COFFEEMAN good」がバーガーに合うよ
うにと焙煎したスペシャルティコーヒー

ホットコーヒー

¥450

カフェオレ

¥490

アイスコーヒー

¥470

アイスカフェオレ

¥510

Hot coffee

チーズ オン ポテト

¥400

Melon Soda

NON-ALCOHOL

Budweiser

BEERY ＊アルコール度数0.5%

ALL ¥100

Cheese on POTATOES

Oolong Tea

Homemade craft cola

Iced coffee

デザート

DESSERT

ドリンクメニュー

ペプシコーラZERO ¥400
･ チーズ / Cheese
･ アップル / Apple
･ エッグ / Egg
･ ハラペーニョ / Jalapeño
･ サルサ / Salsa
･ パイナップル / Pineapple

¥1,000

牛すじカレー

Loco Moco

Pepsi Cola

トッピング

¥1,000

ロコモコ

Chicken Over Rice

DRINK
ベーコンエッグ
パイナップル
¥1,530 バーガー
バーガー

¥1,050

チキンオーバーライス

Cafe au Lait

Iced cafe au lait

ソフトクリーム

アップルビール

¥660

青森シードル

¥720

Soft Serve Ice Cream

[ カップ / コーン ]
Cup / Cone

¥380

Apple Beer ＊生ビール＋りんごジュース

（ドライ / スイート / スタンダード）

Aomori Cidre

( DRY / STANDARD / SWEET)

価格は全て税込表記です。

期間限定

期間限定

青森県産牛
バーガー

青森県産牛
バーガー

プラス￥180 で
青森県産牛を使ったバーガーへ
変更できます！

プラス￥180 で
青森県産牛を使ったバーガーへ
変更できます！

人気No.1のシグニチャーバーガー！

人気No.1のシグニチャーバーガー！

オーシャンズバーガー

オーシャンズバーガー

¥1,780

Ocean’s Burger

青森県産りんごをトッピング！

青森アップルバーガー

¥1,880

Ocean’s Burger

青森県産りんごをトッピング！

¥1,610

Aomori Apple Burger

青森アップルバーガー

¥1,710

Aomori Apple Burger

青森のソウルフード「スタミナ源たれ」！

青森のソウルフード「スタミナ源たれ」！

源タレバーガー

源タレバーガー

¥1,310

Aomori GEN-TARE Burger

ハンバーガー

Aomori GEN-TARE Burger

¥1,210

Hamburger

チーズバーガー

¥1,410

ハンバーガー

¥1,310

Hamburger

¥1,380

チーズバーガー

Cheese Burger

Cheese Burger

PREMIUM

PREMIUM

旧価格+￥180

新価格+￥180

¥1,480

