□□All Natural Beef ナチュラルビーフ
□□Turkey

ターキー

□□Chicken Breast

鶏胸肉

□□Housemade

自家製ビーガン
   ベジタブル

Vegan Veggie

or a premium protein

以下、別料金で
プレミアムプロテインも選べます

4 CHEESE チーズ

５ SAUCE, AIOLI OR DRESSING

以下からお選びください

ソース、アイオリ、ドレッシング

□□Tillamook

ティアラムック・
チェダーチーズ

□□Provolone

プロヴォローネチーズ

□□American

アメリカンチーズ

□□Swiss

スイスチーズ

□□Gruyère

グリュイエールチーズ

Cheddar

□□Smoked Gouda スモーク・ゴーダチーズ

以下からお選びください
□□Garlic Aioli

ガーリック・アイオリソース

□□Chipotle Aioli

チポトレ・アイオリソース

□□Horseradish Aioli 西洋ワザビ・アイオリソース
□□Korean Chili Aioli 韓国辛子アイオリソース
□□Hickory BBQ

ヒッコリー・バーベキューソース

□□Steak Sauce

ステーキソース

□□Feta

フェタチーズ

□□Mozzarella

モッツァレラチーズ

□□The Counter Relish ザ・カウンター・レリッシュ
（刻み野菜の甘酢漬け）

□□All Natural Bison オーガニック
バイソン牛肉+5

□□Herbed

ハーブド・ゴートチーズ
（山羊乳）

□□Spicy Tomato Jam スパイシー・トマトジャム

□□Crab Cake

□□Brie

ブリチーズ

□□Jalapeño Jack

ハラペーニョジャックチーズ

□□Southern Fried

Chicken

2 SIZE サイズ

アメリカ南部式
フライドチキン+3

クラブケーキ+6

(量)

以下からお選びください
□□1/3 lb

1/3ポンド(約9g)11

□□1/2 lb

1/2ポンド(約14g)14

□□1 lb

1ポンド(約28g)20

Goat Cheese

□□Danish Bleu Cheese デンマーク産ブルーチーズ
□□Pimento Cheese ピメントチーズ
□□Cheeseless

チーズ抜き

extra cheese チーズ大盛り
追加 +2

スイートシラチャソース
ハウスマスタード

□□Hot Wing Sauce ホットウィッグソース
□□Just Mayo

マヨネーズ

□□Dijon Balsamic

ディジョン風
バルサミコ・ドレッシング

□□Lemon Vinaigretteレモン・ビネグレットソース

□□Basil Pesto

on fresh greens グリーン野菜

□□Brioche

ブリオッシュ

□□Lettuce Blend

□□Multigrain

マルチグレイン・パン

□□Organic

□□Hawaiian

ハワイアンブレッド+.5

□□English Muffin

イングリッシュマフィン

追加+2

レタスブレンド

オーガニック・
Mixed Greens
  ミックスグリーン

□□Baby Spinach

ベビーほうれん草

□□Kale

ケール

□□Honey Dijon

以下からお選びください
□□Lettuce Blend

レタス・ブレンド

□□Organic Mixed

オーガニック・
ミックスグリーン

□□Kale

ケール

□□Baby Spinach

ベビーほうれん草

□□Tomatoes

トマト

□□Roasted

ミニトマトのロースト

Greens

Grape Tomatoes
□□Dried Cranberries ドライクランベリー
□□Cucumbers

キュウリ

□□Carrot Strings

ニンジンの細切り

□□Alfalfa Sprouts

アルファルファ

□□Red Onions

赤タマネギ

□□Grilled Red Onions 赤タマネギのグリル焼き
□□Scallions

エシャロット

□□Fresh Jalapeños 生のハラペーニョ唐辛子
□□Dill Pickles

ディル・ピクルス

□□Pepperoncinis

ペペロンチーニ

□□Mixed Olives

ミックスオリーブ

バジルペースト

□□Roasted

赤唐辛子のロースト

ハニー・ディジョン・ドレッシング

□□Thousand Island サウザンドアイランド・
□□Caesar

シーザー・ドレッシング

□□Sauceless

ソース抜き

sauce flight 追加ソース（3種）
追加 +1

７ PREMIUM TOPPINGS
追加のトッピング
以下、各+1.5で追加できます
□□Avocado

アボカド

□□Applewood

りんごの木で燻した
スモークベーコン

□□Bacon Onion

ベーコンオニオン・
マーマレード

Smoked Bacon
Marmalade

□□Sautéed Mushrooms マッシュルーム・ソテー
□□Sunny Side Up Egg 目玉焼き
□□Fried Onion

フライドオニオン・
ストリング

□□Beef Chili

ビーフチリ

Strings

□□Turkey Chili

ターキーチリ

□□Guacamole

ワカモレ

□□Hard-Boiled Egg ゆで玉子

ショウガ醤油
ビネグレットソース

□□Buttermilk Ranch バターミルク・ランチソース

on a bun ハンバーガーバン

グルテンフリー追加+2

□□Sweet Sriracha
□□House Mustard

Soy Vinaigrette

以下からお選びください

□□Gluten-Free

アプリコットソース

□□Ginger

3 STYLE 盛り付け

□□Ciabatta (Vegan) チャバータ（ビーガン）+.75

□□Apricot Sauce

６ TOPPINGS トッピング

Red Peppers
□□Grilled
アナハイム・チリのロースト
Anaheim Chiles
□□Grilled Pineapple パイナップルのグリル焼き

□□Roasted Corn & コーンのローストと
Black Bean Salsa ブラックビーン・サルサ
□□Coleslaw

コールスロー

□□Almonds

アーモンド

□□Quinoa

キノア

*充分に加熱調理しない肉・魚・玉子の摂取は体の不調の原因となることがあります。
また調理の際には、
ナッツ類、
ナッツオイル、
およびその他の素材が料理入る可能性がありますので予めご理解ください。

８ SIDE 付け合わせ
以下、各 +3.5
□□Shoestring

細切り
フライドポテト

□□Sweet Potato

サツマイモの
フライドポテト

Fries
Fries

□□Veggie Skewers 串焼き野菜
□□Side Salad

サイドサラダ

□□Coleslaw

コールスロー

□□Fried Onion

フライドオニオン・
ストリング

□□Beef Chili

ビーフチリ

□□Turkey Chili

ターキーチリ

□□Quinoa Salad

キノアサラダ

Strings

BURGER DIFFERENTLY.

以下から1品お選びください
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