
〒150-0012 渋谷区広尾5丁目4番16号EAT PLAY WORKS
営業時間 平日 11:30～15:30(LO15:00) / 16:30～21:00 LO
　　　　 土日 11:30～21:00 LO
定休日    なし

03-5422-6229TEL

トッピング

イチオシ和牛バーガー

TO P P I N G

名物モンスターバーガー。和牛のパティと
濃厚なチーズを3枚重ね、野菜をなしにし
た肉を存分に味わえる和牛バーガーです。

和牛のパティに特製のテリヤキソースを
かけ、フォアグラをトッピングした贅沢な
バーガーです。

塩胡椒とガーリックのみで和牛の旨味を
引き出し、薄切りにした玉ねぎと焼き上げ
るシンプルなバーガーです。２回目以降の
お客様におすすめです。

定番のバーガーで大人気の肉厚バーガー。
ジューシーで超粗挽きのひき肉を2枚その
場で焼き上げ、チェダーチーズ、トマト、レ
タスとバランス抜群のバーガーです。

¥1,600ベーコンチーズエッグオニオン

¥1,000野菜で包んだハンバーガー 和牛

・焼いた玉ねぎ

・みんなの好きな目玉焼き

・チェダーチーズ

¥150

¥150

¥150

・アボカド

・クセのあるチーズ

・イベリコベーコン

¥250

¥200

¥250

¥1,700てりやきフォアグラバーガー
Teriyaki Foiegras burger

¥1,200チーズバーガー ¥1,200てりやきバーガー ¥1,050ハンバーガー ¥1,600ダブルハンバーガー

¥1,350アボカドチーズバーガー¥1,300チーズエッグバーガー

Avocado CheeseburgerCheese egg burger

Cheeseburger Teriyaki burger Hamburger Double Hamburger

・和牛パテ

・ベジタリアンパテ

・フォアグラ

¥600

¥400

¥600

Wrapped in vegetables WAGYU

Bacon cheese egg onion burger

¥2,400トリプルチーズバーガー
Triple Cheeseburger

¥1,200ショーグンバーガー
Shogun burger

¥900ベジタリアンバーガー ¥1,000ベジタリアンチーズバーガー

Vegetarian burger Vegetarian cheese burger

定番和牛バーガー

その他のハンバーガー

 / Recommended burger

 / Regular burger

 / Other burger

¥1,800ダブルチーズバーガー
Double Cheeseburger

¥2,400秋月すき焼きバーガー
※提供までにお時間を頂いております。

Sukiyaki burger



〒150-0012 渋谷区広尾5丁目4番16号EAT PLAY WORKS
営業時間 平日 11:30～15:30(LO15:00) / 16:30～21:00 LO
　　　　 土日 11:30～21:00 LO
定休日    なし

03-5422-6229TEL

¥350¥980

和牛スライダースライダー３種盛り

¥350

NOチキンスライダー

¥380

てりやきスライダー

¥380

チーズスライダー

¥400

ベーコンチーズスライダー

¥400

Wagyu Slider No chicken Slider Teriyaki Slider

Cheese Slider Bacon cheese Slider Gorgonzola Slider

ゴルゴンチーズスライダー

スライダーとは
直径5センチ程度の小
さなハンバーガーで、
喉 を 滑 り 落 ち る
（Slider）ほど小さい、
という意味から名付け
られたもの。

スライダーS L I D E R

Slider 3 type set

ディナー限定

ポテトフライ ¥300

French fries

山盛りポテトフライ（約３人前） ¥500

Large French fries 

オニオンフライ ¥500

Onion fly

NOチキンナゲット ¥500

NO Chicken nugget

SHOGUNサラダ ¥500

SHOGUN Salad

ドリンクメニューD R I N K

サイドメニューS I D E  D I S H

B E E R O T H E RS ・オレンジ

・ジンジャエール辛口

・ウーロン茶

・コカ・コーラ

¥300

¥300

¥300

¥300

Orange juice

Ginger ale

Oolong Tea

Coca Cola

Customers who order a burger can change to a drink&frenchfries set for a drink fee + 100 yen

Craft beer 1pint

Craft beer 1pint

¥1,300

¥700

・クラフトビール 1パイント

・クラフトビール 1/2パイント

各

各

■クラフトビール（IPA or AFTER DARK）ビール その他

TOYAMA Cidre helf bottle

¥2,000

・富山県産 sayfarm
  シードル ハーフボトル　

バーガーをご注文のお客様はドリンクの料金+100円でドリンクポテトセットに変更できます

アップでプレゼント！ LINEの友だち追加で
クーポンプレゼント！
LINE@友だち登録で
「サービスクーポンプレゼント」 
登録画面をスタッフにご提示ください。詳しくはスタッフにお尋ねください
サービスクーポンの詳細はお使いになる店舗にお尋ねください

ice creamかソフトドリンク1杯プレゼント！！
ハッシュタグ「#shogunburger」を入れてね！
ストーリーでの投稿は無効です。投稿画面をスタッフに
ご提示ください。詳しくはスタッフにお尋ねください


