Blacows Menu
1 回 限りの使い捨てメニュー

デリバリー &
テイクアウト
詳しくは▶

QR

当店の牛肉は、厳選した黒毛和牛のみ使用しております。Our restaurant use Japanese Wagyu only.

HAMBURGER

当店のパティは少量ではございますが、
つなぎとして牛乳・卵・小麦を使用しております。 This patty contains Eggs, Milk and Wheat.

・ブラッカウズバーガー

・ ベーコンチーズアボカドバーガー

¥2,100

Most
popular
menu

Blacows Signature Hamburger

Bacon Cheese Avocado Hamburger

cheese / bacon / tomato / lettuce / onion saute / tartar sauce / bbq sauce

・ ベーコンチーズバーガー

¥2,100

cheese / bacon / avocado / tartar sauce / bbq sauce / cobbdressing

・アボカドチーズバーガー

¥1,900

Bacon Cheese Hamburger

¥1,900

Avocado Cheese Hamburger

cheese / bacon / tartar sauce / bbq sauce

cheese / avocado / tartar sauce / bbq sauce / cobb dressing

・メキシカンバーガー

・ゴルゴンゾーラバーガー

¥2,150

Mexican Hamburger

¥1,950

Gorgonzola Hamburger

cheese /chili meat / guacamole / tomato salsa / tartar sauce

gorgonzola cheese / honey mustard / mushroom sauce

・テリヤキバーガー

・モッツァレラバーガー

¥1,900

Teriyaki Hamburger

¥1,800

Mozzarella Hamburger

lettuce / teriyaki sauce / tartar sauce / mayonnaise

mozzarella cheese / tomato sauce / tartar sauce

・チーズバーガー

¥1,700

・ ハンバーガー

Cheese Hamburger

¥1,500

Hamburger

cheese / tartar sauce / bbq sauce

tartar sauce / bbq sauce

ハンバーガーの付け合わせは、
フレンチフライ・ミニサラダどちらかお一つお選び下さい。
Please choose among one of following side dish from french fries or mini salad for the hamburger menu.

TOPPING
各 ¥100

・トマト / レタス / オニオンソテー
Tomato / lettuce / Onion Saute

・ ベジタブルセット
（トマト・レタス・オニオンソテー）

¥200

Vegetable Combo (tomato / lettuce / Onion Saute)

・こだわり卵の目玉焼き / トマトサルサ&ハラペーニョ 各 ¥150
Fried Premium Egg / Tomato Salsa & Jalapeno

¥300

・イタリア産 モッツアレラチーズ

・ホワイトチェダーチーズ / アボカド / なでしこポークベーコン 各 ¥200
White cheddar cheese / Avocado / Nadesiko pork bacon

¥900

・ Wパティ
Double Patty

Mozzarella Cheese / Italy

KIDS PLATE （小学生以下のお客様に限らせて頂きます。）Only limited to under elementary school students.
・ブラッカウズ キッズプレート

¥1,200

Blacows Kids Plate

和牛ミニバーガー・サラダ・フレンチフライ・こだわり卵の目玉焼き・ 無添加ソーセージ・アイスクリーム・ジュース・おもちゃ付き
Japanese Wagyu mini hamburger / salad / french fries / fried premium egg / sausage / ice cream / juice

OTHERS
・ブラッカウズ コブサラダ

Regular

¥1,300

Blacows Cobb Salad

Small

¥900

¥1,400

・ 和牛ミートボール&温野菜

各¥300

・アイスクリーム（バニラ / ピスタチオ）
Ice Cream (Vanilla / Pistacia)

Wagyu meat ball & Hot vegetables

DRINK

その他、各種アルコールを別紙にてご用意しております。We also have various alcohols available.

ALCOHL

・ビール（サントリー ザ・プレミアムモルツ）
Beer (Suntory Premium Malts)

SOFT DRINK

ALL ¥300

・コカ・コーラ
Coke

・コカ・コーラ ゼロ
Coke Zero

¥600

・ ハイボール

¥500

High ball

・ジンジャエール
Ginger Ale

・オレンジジュース
Orange Juice

・ 黒ウーロン茶
Black Oolong Tea

・ジャスミン茶
Jasmine Tea

※ 上記価格は、全て税別表記となっております。 ※ Tax not included.

・コーヒー（Hot or Ice）
Coffee

・ エスプレッソ
Espresso

