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。

HAWAIIʼS BEST2017

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頂けます。

『BESTバーガー賞受賞』

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

STEP①

バーガーを選ぶ

選漢堡

버거를 선택

Choice burger
プレミアム
チェダーチーズバーガー

プレミアムオリジナルバーガー
精品創作漢堡
프레미엄 오리지널버거
Premium original burger

１２０ｇ

精品切達芝⼠漢堡
프레미엄 체다치즈버거
Premium cheddar cheese burger

￥８８０

１２０ｇ

プレミアムアボカドチーズバーガー

타르타르가 가득 들어간 후라이드 피쉬버거

￥１２１０

Fried ﬁsh burger with tartar

プレミアムテリヤキバーガー

妙品！真的美味照燒鷄⾁漢堡
일품! 정말로 맛있는 데리야끼 치킨버거

Really tasty Teriyaki chiken burger

￥９６０

￥８８０

特製ロコモコプレート

サラダバーグwith コブドレッシング

サイドメニュー

特別夏威夷⽶飯盤
특제 로코모코 정식
Special Loco moco plate

沙拉堡&海帶調味汁
사라다버거 with 다시마 드레싱
Salad burger with kelp dressing

１２０ｇ

￥８５０

絶品！本当に美味しいテリヤキチキンバーガー

精品照燒漢堡
프레미엄 데리야끼버거
Premium teriyaki burber

１２０ｇ

￥９８０

たっぷりタルタルフィッシュバーガー
塔塔醬炸⿂漢堡

精品南美梨芝⼠漢堡
프레미엄 아보카도 치즈버거
Premium avocado cheese burger

１２０ｇ

１７年連続受賞中！！

１２０ｇ ￥１２８０
（セットはBセットのみ）

￥１０８０

副餐菜單

Side menu

사이드 메뉴

⼿がとまらないポテト
太好吃的⾖⽚ Fried potato
손이 멈추지 않는 감자튀김

⾃制餅鷄⾁ 직접 만든 쫀득한 치킨

Sサイズ 140g ￥２９０

４個
７個

Homemade chewy chicken

Lサイズ 250g ￥４８０

ビーフバーガーリッチダブル

濃厚⼆重⽜⾁漢堡
비프버거 리치 더블
Rich double Beef burger

２４０ｇ

STEP②

バンズを選ぶ

번(빵)을 선택

３６０ｇ

⼤粉餅鷄⾁两块&炸薯条

⼤粉餅鷄⾁ Big chewy chicken
BIG 쫀득한 치킨

単品

￥２３８０

Choice bun

￥３８０

피쉬&칩스

Fish & Chips

￥８００
アサイーボウル

STEP③
選⾁餅⼤⼩

パティのサイズを選ぶ
패티의 사이즈를 선택

Choice patty

Acai berry bowl

STEP④
選拔頂

・チェダーチーズ

Choice topping

￥１００

切達芝⼠ 체다치즈 Cheddar cheese

・グリルドパイン

￥１００

烤架鳳梨 그릴파인 Grilled pine

※価格は全て税抜きです。※写真と盛り付けが異なる場合がございます。

・ベーコン

￥１５０

培根 베이컨 Bacon

・アボカド

아사이베리볼

アサイーボウル
with バナナ ￥９５０

トッピングを選ぶ
토핑을 선택

￥８５０

巴⻄莓铜盆

￥２３０

南美梨 아보카도 Avocado

BIG쫀득한치킨 2조각& 감자튀김
Big chewy chicken 2 pieces & Fried
potato

フィッシュ＆チップス
with 具だくさんタルタル

炸⿂薯條

￥６００
￥１０００

BIGもちこチキン２ピース＆ポテト

BIGもちこチキン

濃厚三重⽜⾁漢堡
비프버거 리치 트리플
Beef burger rich triple

￥１４８０

選麵包

特盛り 500g ￥８８０

ビーフバーガーリッチトリプル

⾃家製もちこチキン

￥９６０

オニオンリングフライ

⾹草冰淇淋 양파링튀김 Onion rings

Sサイズ ￥３５０
Lサイズ ￥５５０

バニラアイス
바닐라 아이스

Vanilla ice

￥５００

ドリンクメニュー
・スパークリングウォーター・コカコーラ・コカコーラゼロ・メロンソーダ・ウーロン茶
・ジンジャエール・オレンジジュース・TBB鎌倉七⾥ヶ浜店オリジナルコーヒー（ICE／HOT）
ドリンクセットに【＋￥１００で変更可】・カフェラテ・ソイラテ・カフェモカ
ドリンクセットに【＋￥１５０で変更可】・⽣ビール（ハートランド）・ハイボール

HAWAIIʼS BEST2017

TEDDY’S COFFEE & BAR
SOFT DRINK
・スパーリングウォーター

※匠こだわり

碳酸⽔

스파클링워터 (Sparkling water)

TBB가마쿠라 시치리가오카점의 오리지널 커피(ice/hot) TBB kamakura sichirigaoka

⾖のブレンドからこだわった薫り⾼くコクの深いコーヒー

LATTE
・カフェラテ

各￥５００
Cafe latte

카페라떼

TOPPING
・ホイップクリーム

후이 크리크

・タピオカ

tapioca

冰淇淋飲料

・コーラフロート

追加￥１５０

冰淇淋咖啡

아이스크림 음료

⽊薯

⾖奶咖啡
咖啡摩卡

ORIGINAL DRINK
・アサイースムージー
啊薩伊冰沙

￥６５０

아사이 스무디 Acai berry smoothie

濃厚蜂蜜⽣⾹蕉

￥６８０

농후한 허니 바나나 Rich honey banana

Whipped cream

各￥６５０

콜라 플로트 Coke ﬂoat

・コーヒーフロート 冰淇淋你可樂
・メロンソーダフロート
冰淇淋甜⽠碳酸⽔

타피오카

奶油

⽜奶咖啡

・ソイラテ Soy latte. 소이라떼(두유)
・カフェモカ Cafe mocha 카페모카

・濃厚ハニー⽣バナナ

FLOAT

１７年連続受賞中！！

各￥４００

・コカコーラ 可⼝可樂 코카콜라 (Coke)
・コカコーラゼロ 可⼝可樂ZERO 코카콜라 제로 (Coke zero)
・メロンソーダ 甜⽠碳酸⽔ 메론소다 (Melon soda)
・ジンジャエール 薑汁 진저에일(Ginger ale)
・ウーロン茶 烏⿓茶 우롱차 (Oolong tea)
・オレンジジュース 柳橙汁 오렌지주스 (Orange juice)
・TBB鎌倉七⾥ヶ浜店オリジナルコーヒー（ICE／HOT）
TBB鎌倉七⾥浜創作咖啡（冰/熱）
storeʼs Original coﬀee

『BESTバーガー賞受賞』

커피 플로트 Coﬀee ﬂoat

메론소다 플로트 Melon soda ﬂoat

※価格は全て税抜きです。※写真と盛り付けが異なる場合がございます。

ALCOHOL
・ハートランド Heart Land 하트랜드(맥주) ￥４８０
・ハイボール ⾓嗨 하이볼(위스키) Highball
￥５００
・グラスワイン（⾚／⽩）
￥５００
⼀杯葡萄酒(红/百)

글라스 와인

・アサイーサングリア
巴⻄莓的桑格利亚汽酒

아사이베리 샹그리아

Glass wine (Red/White)

￥６５０
Acai berry Sangria

