
CHEESE BURGER ￥560 

withおすすめトッピング
※全てのバーがーにパティ（８０ｇ）レタス　マヨネーズ

マスタードが入っております . 除く場合はお申しつけくださいませ。

AVOCADO CHEESE BURGER  ￥630BACON CHEESE BURGER  ￥610 BACON EGG BURGER  ￥610
チーズバーガー

　チェダーチーズ・とろけるチーズ
おすすめ ＋トマト / ピクルス

アボカドチーズバーガー

　　　アボカド・チェダーチーズ

ベーコンエッグバーガー

　　ベーコン・目玉焼き　　ベーコン・チェダーチーズ

ベーコンチーズバーガー

＋ベーコンおすすめ ＋目玉焼き /＋ピクルス

CHILI CHEESE BURGER  ￥630

　　チリビーンズ・チェダーチーズ・トマト

CHILI SOUR CREAM BURGER ￥680
チリサワークリームバーガー

　　　チリビーンズ・サワークリーム・トマト
＋ハラぺーニョ

MEXICAN AVOCADO BURGER ￥780
メキシカンアボカドバーガー

　　　チリビーンズ・サワークリーム・トマト・アボカド

MUSHROOM BURGER ￥630 MOZZARELLA MUSHROOM BURGER ￥680
きのこバーガー

３種のきのこソテー（ガーリック風味）・フライドガーリック ３種のきのこソテー・モッツァレラ・フライドガーリック
＋目玉焼き 

きのこモッツｧレラバーガー

MERIKEN BURGER  ￥800
メリケンバーガー

　　パティ２枚・ベーコン・チェダー
目玉焼き・トマト

BBQ BURGER        ￥700
バーベキューバーガー

　　ベーコン・チェダーチーズ・トマト
グリルオニオン・BBQソース

BBQ AVOCADO BURGER ￥700
バーベキューアボカドバーガー

　　アボカド・チェダーチーズ
　　グリルオニオン・BBQソース

＋ベーコン

BBQ EGG BURGER  ￥680
バーベキューエッグバーガー

　　ベーコン・エッグ
　　グリルオニオン・BBQソース

＋とろけるチーズ 

ITALIAN  BURGER ￥630
イタリアンバーガー

バジルペースト・モッツァレラ・トマト・バジルの葉
＋アボカド

SWEET CHERRY BURGER  ￥650
スイートチェリーバーガー

クリームチーズ・赤ワインのチェリーコンポート
＋グリルオニオン 

トマト /グリルオニオン /
ハラペーニョ /目玉焼き /　各￥50　

　　                                                                         

JU THE PREMIUM BURGER  ￥900 MUSHROOM PREMIUM BURGER  ￥900 AVOCADO PREMIUM BURGER ￥900

　　１２０ｇパティ・ベーコン
　　　チェダーチーズ・トマト・目玉焼き

　　１２０ｇパティ・きのこソテー・トマト
　　とろけるチーズ・モッツァレラチーズ

ジューザプレミアムバーガー きのこプレミアムバーガー アボカドプレミアムバーガー
　　１２０ｇパティ・ベーコン
　　　チェダーチーズ・アボカド

＋とろけるチーズ 

KIDS BURGER  ￥680
キッズバーガーセット

KIDS CHEESE BURGER  700
キッズチーズバーガーセット

辛さ調節
できます

辛さ調節
できます

辛さ調節
できます

プレミアムシリーズのパティは 120ｇで
通常のサイズより大きいサイズです。

通常のパティよりもジューシーでゴロゴロ
とした肉々しい食感です。プレミアムシリー
ズに限り通常のバンズ、又は竹炭バンズ
（数量限定）からお選びいただけます。

Burgers

初めての方
にお勧め

女性に
お勧め

女性に
お勧め

男性に
お勧め

パティ
2枚

　　 店内￥616   
 持ち帰り￥604

　　  店内￥671    
持ち帰り￥658

　　 店内￥671    
持ち帰り￥658

　 　店内￥693  
持ち帰り￥680

おすすめ おすすめ ＋とろけるチーズ 

　 　店内￥880 
持ち帰り￥864

　 　店内￥693  
持ち帰り￥680

おすすめ

チリチーズバーガー 　 　店内￥693  
持ち帰り￥680

おすすめ＋目玉焼き

　 　店内￥748
持ち帰り￥734

おすすめ

　 　店内￥858
 持ち帰り￥842

＋ハラぺーニョおすすめ

　 　店内￥693  
持ち帰り￥680

＋ピクルスおすすめ

　 　店内￥748
 持ち帰り￥734

おすすめ

　 　店内￥770
 持ち帰り￥756

おすすめ

　 　店内￥748　　持ち帰り￥734

　 　店内￥770　　持ち帰り￥756

　 　店内￥770
 持ち帰り￥756

おすすめ

　 　店内￥748
持ち帰り￥734

おすすめ

　 　店内￥715
 持ち帰り￥702

おすすめ

GRAND PRIX BURGER ￥890     
グランプリバーガー 　 　店内￥979

 持ち帰り￥961

　　マカロニチーズ・プルドポーク
（長時間低温調理し、ホロホロになった豚肉）
チェダーチーズ・トマト・オニオンリング

BBQソース・コールスロー

当店
おすすめ

桐生もりもりフェスで
優勝したバーガーです！

　 　   店内￥990　
持ち帰り￥972

　 　   店内￥990　
持ち帰り￥972

　 　   店内￥990　
持ち帰り￥972

　 　店内￥33持ち帰り￥32

　　店内￥55持ち帰り￥54

チェダーチーズ /モッツァレラチーズ /
とろけるチーズ /サワークリーム /     各￥100　 　店内￥110 持ち帰り￥108
アボカド / ベーコン /     各￥150

ピクルス /　￥30

　 　店内￥165 持ち帰り￥162

きのこソテー /　￥200　 　店内￥220 持ち帰り￥216
パティ /　￥250　 　店内￥275 持ち帰り￥270



Sides

FRENCH FRIES      250 FRENCH FRIES & ONION RINGS  250 ONION RINGS       250 SWEET CHILI FRIES   390 CHILI CHEESE FRIES   390 COLESLAW       150
フライドポテト オニポテ オニオンリング スイートチリポテト チリチーズポテト コールスロー

サワークリーム・スイートチリソース チェダーチーズ・自家製チリビーンズ

Drinks
LEMONADE                320
自家製レモネード

LEMON SODA             350

HOT LEMONADE         320
自家製ホットレモネード

自家製レモンソーダ    

GINGER AIL                 350

HOT GINGER               350

自家製ジンジャーエール

自家製ホットジンジャー CAFE AU LAIT             280

ICED COFFEE              250

自家製ジンジャーシロップ
入りのカフェオレにホイップとナツメグ

キャラメルフレーバーの
カフェオレにホイップとキャラメルソース

アイスコーヒー

アイスカフェオレ

CARAMEL CAFE AU LAIT         350

GINGER CAFE AU LAIT             350

キャラメルカフェオレ

ジンジャーカフェオレ

Shakes

Beers

CARAMEL SHAKE           400

HEARTLAND                  600

OREO COOKIE MILK SHAKE  500

PEANUT BUTTER SHAKE         400CHOCOLATE  SHAKE           400

PEANUT BUTTER COFFEE SHAKE    400GREEN TEA SHAKE               450COFFEE  SHAKE              400

GINGER MILK SHAKE            400

HEINEKEN              550

BUDWEISER           550

CORONA EXTRA            550

キャラメルシェイク チョコレートシェイク 

コーヒーシェイク

Sweets
SOFT-SERVE ICE CREAM               330
ミルクソフトクリーム

ミルキーでさっぱりとした口当たり。
メープル風味のコーン又はカップを

お選びください

抹茶シェイク

ピーナッツバターシェイク

ピーナッツバターコーヒーシェイク

ジンジャーミルクシェイク

オレオミルクシェイク

ハイネケン 

バドワイザー ハートランド

コロナ  

COKE                      250 ORENGE JUCE                250APPLE JUCE               250 OOLONG TEA                250
コカ・コーラ ウーロン茶りんごジュース オレンジジュース 

サイドメニューは全て
1人前のサイズです 　　 店内￥275  

 持ち帰り￥270
　　 店内￥275  
 持ち帰り￥270

　　 店内￥275  
 持ち帰り￥270

　　 店内￥165 
 持ち帰り￥162

　　 店内￥429 
 持ち帰り￥421

　　 店内￥275
 持ち帰り￥270

　　 店内￥429 
 持ち帰り￥421

　　 店内￥352  
 持ち帰り￥345

　　 店内￥385 
 持ち帰り￥378

　　 店内￥352  
 持ち帰り￥345

　　 店内￥385 
 持ち帰り￥378

当店
おすすめ

当店
おすすめ

HOT COFFEE              250
ホットコーヒー 　　 店内￥275

 持ち帰り￥270

　　 店内￥385 
 持ち帰り￥378

　　 店内￥385 
 持ち帰り￥378

数種のスパイスと
生姜入りのピリ辛ジンジャーエール

　　 店内￥385 
 持ち帰り￥378

　　 店内￥308
 持ち帰り￥302

　　 店内￥275  
 持ち帰り￥270

　　 店内￥275  
 持ち帰り￥270

　　 店内￥275  
 持ち帰り￥270

　　 店内￥275  
 持ち帰り￥270

　　 店内￥440
 持ち帰り￥432

　　 店内￥440
 持ち帰り￥432

　　 店内￥440
 持ち帰り￥432

　　 店内￥440
 持ち帰り￥432

　　 店内￥440
 持ち帰り￥432

　　 店内￥440
 持ち帰り￥432

　　 店内￥550
 持ち帰り￥540

　　 店内￥495
 持ち帰り￥486

　　 店内￥605
 

　　 店内￥660

　　 店内￥605
 

　　 店内￥605
 

　　 店内￥363 
 持ち帰り￥356

当店
おすすめ


