
Premium Burgers & Sandwiches

16年連続ハワイBEST BURGER賞受賞記録更新中!

Choose your favorite burgersStep  1 バーガーを選ぶ

Choose other burgersその他のバーガーを選ぶ

Voted HAWAII’S BEST Burger since 2001

テディーズ オリジナルスーパーソースまたはテディーズオリジナルテリソースよりお選びいただけます。
当店では厳選された15種類のスパイスを使用し、風味豊かなバーガーを提供しております。

We Offer Flavorful Burger with 15 Selected Spices.
You can choose Teddy's original super sauce or Teddy's original Teriyaki sauce.

Original Bun Gluten Free Bun Sand

Classic

Cheese Burger

Avocado Sand

C.C.Rider

Monster Double

Avocado

Teriyaki

Teriyaki Cheese

Hawaiian Sand

Hawaiian

B.L.T Burger

Fried Fish BurgerMochiko Chicken 
Burger

Chicken Burger

B.L.T Sand

Teriyaki Chicken Burger
Teriyaki Chicken Sand

¥1,200

プレミアムB.L.T. バーガー
Premium B.L.T Burger

B.L.T. 버거　B.L.T. 堡王

Premium Original Burger

Original Small Burger

プレミアムオリジナルバーガー

オリジナル
スモールバーガー

오리지널 버거　原创汉堡

작은 버거　小汉堡

¥880Big  120g

Big  120g

¥2,080Bigger  340g

¥2,680Biggest  440g

¥580Small

¥680Small

Small Cheese Burger
スモールチーズバーガー

작은 치즈 버거　小芝士汉堡

★アメリカンorスイスチーズに
　チェンジ出来ます!

★ Type of Cheese: Cheddar, American or Swiss

Big  240g
Patty×2

Patty×2

Patty×2

¥1,480

アメリカンチーズ・アボカド

Premium Monster 
Double Burger

プレミアムモンスター
ダブルバーガー

Big  120g ¥1,210

Premium Avocado 
Cheese Burger

プレミアムアボカド
チーズバーガー

チェダー＆ナチュラルチーズ・ベーコン
Big  120g ¥1,180

Premium C.C.Rider
プレミアムC.C.ライダー

Premium Cheese Burger

プレミアム
チェダーチーズバーガー

チェダーチーズ・ビーフチリビーンズ
Big  120g ¥1,130

Premium Classic Burger

プレミアム
クラシックバーガー

아보카도 아메리칸 치즈 버거　
牛油果美国芝士汉堡

치즈 버거　芝士汉堡

몬스터 더블 버거　怪兽双层汉堡

★치즈의 종류：체다、아메리칸、스위스　

テリヤキバーガーwithスイスチーズ

C.C.라이더　苏打水可口

클래식　经典

체다 치즈·비프 칠리 빈　　切达芝士·辣椒酱

체다＆자연 치즈·베이컨　　切达&芝士·培根

아메리칸　치즈·아보카도　　
美国芝士·牛油果

テリヤキソース
Teddy’s Original Teriyaki Sauce

Big  120g ¥960

Premium 
Teriyaki Burger

プレミアム
テリヤキバーガー
●

데리야키 소스 버거 　

チキンバーガー Teddy’s Original Burger with Chicken 치킨 버거    鸡肉汉堡

일본 원주민    日本原装

フィッシュバーガー
Teddy’s Original Burger with Fish

생선 버거    鱼汉堡

B.L.T バーガー
Teddy’s Original B.L.T. Burger

B.L.T. 버거　B.L.T. 堡王

スーパーソース Teddy’s Original Super Sauce 슈퍼 소스 버거 　

데리야키 소스 버거　

●

テリヤキバーガー
withグリルドパイナップル

Big  120g ¥1,060

Premium Teriyaki 
Cheese Burger

プレミアムテリヤキ
チーズバーガー

●

Big  120g ¥1,060
Premium Hawaiian Burger
プレミアムハワイアンバーガー●

데리야키 소스 버거 치즈 　 芝士

하와이안 　

데리야키 버거 와 구운　
파인애플　　

스위스 치즈　　

★

¥980

¥850たっぷりタルタル
フライドフィッシュバーガー
Fried Fish Burger of Tartar Sauce

たっぷりタルタル
モチコチキンバーガー
Mochiko Chicken Burger 
of Tartar Sauce

Mochiko Chicken Burger

많은 타르타르 소스 의  
프라이드 피쉬 버거　모치코 치킨 
满满塔塔酱的Mochiko 炸鸡汉堡

많은 타르타르 소스 의  프라이드 피쉬 버거 　　
满满塔塔酱的鱼汉堡

★

★

★

★

★

★

★

★

★
¥680

チキンバーガー
Chicken Burger
치킨 버거    鸡肉汉堡

★

¥880
絶品！本当に美味しい
テリヤキチキンバーガー

Excellent Teriyaki Chicken Burger
일품! 정말 맛있는  데리야키 치킨 버거    　
什 稀罕物！ 好吃 鸡肉汉堡

★

ジャパンオリジナル
Japan Original

たっぷりベーコン・レタス・トマト

＊価格はすべて税抜きです。　＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

当店オススメ

当店オススメ

当店オススメ

当店オススメ

さらに+¥150で生ビールにチェンジ!!
More+¥150 to Draft Beer!!

さらに+¥80でソフトドリンクサイズUP!!
More+¥80 to Large Size Drink!!

学割
Weekdaysonly

学生のみ
学生同士限定

写真付き学生証のご提示で

10％OFF!!
Offer a student discount with ID

平日学割やってます☆

Takeout OK!!

¥980

●S p a r k l i n g  W a t e r   ●H o t  /  I c e d  O r i g i n a l  B l e n d  C o f f e e　
●C o c a  C o l a   ●C o c a  C o l a  Z e r o   ●C a n a d a  D r y  G i n g e r  A l e   
●M e l o n  S o d a   ●O r a n g e  J u i c e   ●D r  P e p p e r   ●O o l o n g  T e a   
● I c e d  T e a   ●H o t  T e a  : E a r l  G r e y  /  A s s a m  /  D a r j i l i n g  

●スパークリングウォーター  ●オリジナルコーヒー（ホット/ アイス）  
●コカコーラ  ●コカコーラゼロ  ●カナダドライジンジャーエール  
●メロンソーダ  ●オレンジジュース　●ドクターペッパー  ●ウーロン茶  
●アイスティー  ●ホットティー（アールグレイ / ダージリン）

Step  5

ライ麦サンド
RYE SANDWICHES

You can choose BUN

+¥300

+¥100

¥100

¥150

¥230

+¥100

Bigger　170gBig　120g
メニュー表示価格 +¥600

Biggest　220g

You can choose Patty Size

+¥100

グルテンフリー100%米粉バンズ

オリジナルバンズ

oror

Gluten Free 100% RICE FLOUR

ORIGINAL BUN

Step  2

Step  3 バンズを選ぶ

パティのサイズを選ぶ 

ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含む
イーストフード、乳化剤無添加のライ麦パン

血糖値を抑えてダイエットにも最適
小麦アレルギーの方にも安心してお召し上がりいただけます。

●チーズ Cheese: Cheddar, American or Swiss
●グリルドパイナップル Grilled Pineapple

●チリ
Chili

●ベーコン
Bacon

●ハラペーニョ
Chili Jalapeño

●アボカド Avocado

Choose the toppingsStep  4 トッピングを選ぶ

当店
オススメ!!

Push!!
size

大満足の
ボリューム!
Satisfied
volume!

（ポテトorサラダ）+（ドリンク）セット ドリンクセット

+¥480
¥690

+¥280

or
＋

or
Choose the Combo or Drink Set
お得なバーガーセットを選ぶ

Choose a French Fry or Salad & Drink Choose a Drink

¥210
お得!!

¥120
お得!!

¥400

ト

Step 2 へ進む

Step 3 へ進む

¥330
お得!!



16年連続ハワイBEST BURGER賞受賞記録更新中!
Voted HAWAII’S BEST Burger since 2001 Takeout OK!!

ライス大盛り無料 Rice large serving free

Hawaiian Food

로코모코 플레이트　夏威夷汉堡饭

LOCO MOCO

ハンバーグ/自家製グレービーソース/目玉焼き/黒米入りライス/サラダ

特製ロコモコプレート

特製ロコモコプレート

Original Loco Moco Plate
★ ¥1,280

¥1,580

●パイン

●アボカドAvocado

●チーズ Cheese +¥100

+¥230

ロコモコトッピング
Loco Moco Toppings

もちこチキン 3個もちこチキンMIX★

모치코 치킨 혼합　加３个糯米粉揚鳥
Mochiko Chicken Mix Three-piece

+¥400

Big 

Bigger 

토핑

Pineapple
치즈　

아보카도　

파인애플　

当店オススメ

Original Loco Moco Plate

当店オススメ当店オススメ

많은 타르타르 소스 의 치킨 플레이트
糯米粉揚鳥飯加塔塔酱 糯米粉揚鳥

Mochiko Chicken Plate

たっぷりタルタルもちこチキンプレート
Mochiko Chicken Plate with Tartar Sauce

★

もちこチキン/サラダ/タルタルソース/黒米入りライス
もちこチキン 7個
もちこチキン 4個

¥1,680
¥1,380

모치코 치킨 플레이트5 개　
糯米粉揚鳥飯 糯米粉揚鳥

もちこチキンプレート
Mochiko Chicken Plate

★

もちこチキン/サラダ/黒米入りライス

もちこチキン 7個
もちこチキン 4個

¥1,480
¥1,180

Mochiko Chicken Plate 
with Tartar Sauce

MOCHIKO CHICKEN PLATE

当店オススメたっぷりタルタルもちこチキンプレート

＊価格はすべて税抜きです。　＊写真と盛り付けが異なる場合があります。

当店オススメ 当店オススメ

●

엑스트라 크리스피 감자튀김　
酥炸薯条

手がとまらないポテト
Extra Crispy Fries

Extra Crispy Fries

S
L ¥480
¥290

with Tartar Sauce

●

특 모듬!! 엑스트라 크리스피 감자튀김　　满盘!! 酥炸薯条

特盛り!! 手がとまらないポテト

特盛り!! 手がとまらないポテト

Mega Extra Crispy Fries
¥880

●

피쉬 앤 칩스와 타르타르　
炸鱼和薯条与塔塔酱

フィッシュ＆チップス
with具だくさんタルタル
Fish and Chips ¥800

EXTRA CRISPY FRIES DESSERT

FRIES

BIG MOCHIKO CHICKEN

●チーズ Cheese ＋ ￥100

＋ ￥200

ポテトトッピング
Extra Crispy Fries Toppings

토핑

치즈　

●タルタル Tartar Sauce

●チリ Chili ＋ ￥150칠리　

Fish and Chips

타르타르　塔塔酱

約250g

●

빅 치킨 & 엑스트라 크리스피 감자튀김　
大鸡＆酥炸薯条

カリッとジューシー
BIGもちこチキン
2ピース＆ポテト

ホイップDEポテト

Big Mochiko Chicken 2 Piece 
and Extra Crispy Fries

¥960

●

빅 치킨 한 조각　大鸡一片

カリッとジューシー
BIGもちこチキン単品
Big Mochiko Chicken 
One Piece

¥380

Big Chicken One Piece

当店オススメ

当店オススメ

当店オススメ

Mega Extra Crispy Fries Extra Crispy Fries with Whipped Cream

みんなでワイワイ特盛り!! 意外なベストマッチ!!

最初のおつまみに持ってこい!!

S
L ¥500
¥350●

어니언　링
炸洋葱圈

치즈 볼　
芝士球

オニオンリング
Onion Rings

Onion Rings

Mochiko Chicken

単品SEPARATELY MOCHIKO CHICKEN 

모치코 치킨
糯米粉揚鳥

もちこチキン
Mochiko Chicken

●

もちこチキン/サラダ

もちこチキン 7個
もちこチキン 4個

¥1,000
¥600

当店オススメ

ドリンクにのせて
ワンハンドで運べて
食べ歩きに最適

チーズボール
Cheese Ball

Cheese Ball

● ¥500
食べ歩きに最適食

スイーツバーガー
Sweets Burger ¥880

●

ホイップDEポテト
Extra Crispy Fries with Whipped Cream ¥680

●

●

ココナッツ・マンゴー・パイン・ホイップ

CMP Sundae
¥380CMPサンデー

●

バニラアイス・イチゴ・エスプレッソ

Affogato
¥550アフォガード

CMP Sundae

Salad Burg

サラダバーグ
Teddy’s Original Salad Burg

시저샐러드 버그　凯撒沙拉汉堡

スペシャル
Teddy’s Special

특별 버거　特别汉堡

グリーンカール・サニーレタス・トマト・アボカド・パティ
シーザードレッシングorコブドレッシング

Salad Burg Caesar Dressing or Cobb Dressing
サラダバーグ  シーザーorコブドレッシング

サラダバーグ

●

●

¥1,080

그린 컬·잎상추·토마토·아보카도 패티　
시저 드레싱코부 or 코부 드레싱 버
绿生菜·莴苣叶·西红柿·牛油果　
凯撒沙拉酱 or 科布沙拉

ポテト付き

Premium Mega Monster Burger

Mega Monster Burger

プレミアムメガモンスターバーガー

with Poteto

¥3,800
메가몬스타 버거　怪兽汉堡王

감자튀김 딸린　带薯条

選べる
ドレッシング

120g×5

やみつきコブドレッシング

Sweets Burger

当店オススメ

ホイップ・バナナを
ハンバーガーのふわふわバンズでサンド！

달콤한 버거　

휘핑크림 DE 감자튀김　　奶油DE薯条

CMP 선다　　코코넛 · 망고 · 파인애플· 채찍
CMP圣代　　椰子·芒果·菠萝·奶油

익사　바닐라 아이스 · 딸기 · 에스 프레소
淹死的　香草冰淇淋·草莓·意式浓缩咖啡

お得なドリンクセット★
★

お得な生ビールセット
￥400
￥500

+￥280
+￥400 ●一部商品を除く★
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