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最強バーガー決定戦！！
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関西を中心に全国から集結した
20のご当地＆グルメバーガーから
No.1を決めるグランプリ大会！
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★投票方法★
各店でチラシ裏面に記載のハンバーガーを購入されますと、
先着 100 名様に 「投票用シール」 をお渡しします。
本部テントすぐ横に 「投票所」 を設置しておりますので、
美味しかったと思われた各店のボードにシールを貼って下さい！

★投票期間★
2/5 （日） 10:00〜14:00
★表彰式★
14:50〜15:05 にステージで行います。
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車
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会場内には駐車場がありません。 近隣の公共駐車場をご利用ください。
山陽自動車道 姫路東 I.C. または、 播但連絡自動車道花田 I.C. より約 15 分
姫路バイパス中地ランプより約 15 分
JR ・ 山陽電車 姫路駅より、 徒歩 15 分

Himeji
Himeji
主催 ： ひめじ Sub かるフェスティバル実行委員会
hamburger
hamburger
プロデュース ： 西日本ハンバーガー協会
新しい文化で姫路を盛り上げよう！！
痛車・コスプレイヤーが勢揃い !

姫路バーガー博覧会 2017
G P 用バーガー
投票方法は
おもて面を
ご参照ください

お客様の投票で
グランプリが
決定します！

1 K s Pit（ケイズ ピット）

愛知
半田
知多牛バーガー

2 ラッキーバーガー

3 ティーズスターダイナー 4 Blue Gorilla（ブルーゴリラ）

三重
松阪
￥600

愛知県産知多牛100%のビーフパティが自
慢のバーガー。愛知県産の野菜とスモー
キーなオリジナル BBQ ソースを豪快にサ
ンド！ 知多牛の脂の甘さをご堪能あれ

5 ベーカリー ランプ

兵庫
姫路
ベーコンエッグバーガー ￥900

姫路を代表する人気ベーカリーが、今年
も「姫路バガ博」に参戦！ 100% 牛ミン
チに自家製 BIG バンズと、ハイクオリティ
かつボリュームも満点のハンバーガー

大阪
高槻

まっつぁかバーガースペシャル ￥900

松阪牛100％のミートソースが自慢の
「行列ができる移動ハンバーガー店」
が、今年も姫路に登場。オリジナルの
手作りカチョカバロゥチーズも絶品！

6 レッドプラネットダイナー

京都
宇治
プラネットダブル

京都バーガー GP 優勝など数々の賞を
受賞♪ ビーフ100％パテに三箇牧トマト
大阪府高槻市の特産品が一度に味わえ
る、アメリカンサイズのクラフトバーガー

西宮バーガー

￥950

西宮酒造メーカー「白鹿」の酒粕を大胆
に使用したトマトソースに牛スジを入れ
た特製ソース。チーズはトロトロモッツァ
レラで、クセになること間違いなし！

7 牛タン100% バーガー普及の会 8 薫家（くんや）

兵庫
静岡
姫路
富士
￥880 牛タン100％チーズハンバーガー ￥800 燻たまタルタルバーガー ￥600

バンズもパティも自家製にこだわる移動
販売店。バンズは柔らかくグラハム粉入
りの甘めの配合。肉は 100％ビーフを超
粗挽きにした本格派アメリカンスタイル！

9 淡路ファームパーク イングランドの丘 10 ステーキ 西村家

兵庫
淡路島

高槻バーガースペシャル ￥950

兵庫
西宮

兵庫
垂水

ボリューム満点のパティは牛タン100% の
ハンバーグ！ 地元朝霧高原の卵やブラン
ド牛「静岡そだち」の牛脂をイン。静岡
グルメコンテストで金賞を 3 年連続受賞！

11 KOBE GAVLY（コウベ ガヴリィ)

手ごねの牛 & 豚の合挽きパティに、自家製
燻製たまごを使用したタルタルソース、ス
モークフレーバーソース、チェダーチーズな
どをサンド！ 燻製が薫る個性派バーガー

12 丹波篠山ら〜めん

兵庫
摂津本山

淡路島オニオンステーキバーガー ￥800 神戸ビーフ 匠 TAKUMI ￥900

大阪
アメリカ村
※写真は味付け玉子＋¥100
神戸牛 プレミアムバーガー ￥1200 Yabu Ra-men Burger ￥680

13 京都ダイコクバーガー 14 レストラン ときん

15 桧亭＆とりどり

淡路島の食材の旨みをガツンと感じられ
る王道バーガー。淡路牛100％のパティ、
厚切りの淡路島たまねぎ、グリーンリー
フ。バーニャカウダソースがクセになる！

京都
亀岡
ビーフ 100% の W チーズバーガー
〜京都亀岡丹波野菜と一緒に〜 ￥800

黒毛和牛の 3 種の部位を使用して練り込ん
だ贅沢なビーフ 100% パテに、フランス産
カマンベールチーズと濃厚なチェダーチー
ズを使用。亀岡丹波野菜もふんだんに！

17 おにくやちゃん

兵庫
加古川ほか
山形牛 中落ちカルビバーガー ￥800

数々のイベントで即完売する人気バーガー
が登場！ 肉職人が厳選した和牛中落ちカ
ルビをクロワッサンバンズに溢れ落ちるほ
どサンド。自家製デミソースでどうぞ

神戸肉指定店オーナーが作り上げた神戸
ビーフパティと淡路島の玉葱、特製ベー
コン、ブーランジェ特製無添加バンズを
鉄板焼きシェフが焼き上げる匠の一品

ステーキハウスの姉妹店が神戸牛で作
る究極のしゃぶしゃぶ風バーガー！ イベ
ント限定販売で、特選神戸牛をあっさり
と柚子と醤油とガーリックチップで！

日本一のラーメンバーガーがコンセプト。
茹でた麺を揚げた、バンズならぬ「麺ズ」、
チャーシュー、丹波篠山の醤油テリヤキ
＆アボカドメンマタルタルに野菜も豪華！

16 Hi! me Cafe（ハイミーカフェ）

奈良
大淀
大和牛とヤマトクラッシックポークの
￥700
Ｗパテ番茶薫るバーガー

GENZIN スペシャルゴールドバーガー ￥1000

ハイミー ビーフバーガー ￥880

18 からあげ川政 播州ひろめ隊

19 グレイトフルバーガー

20 Baﬀy Cafe（バフィーカフェ）

大淀町の特産品、薫り高い番茶を活かし
たバーガー。肉汁が溢れる手作りパティ
や番茶でスモークした厚切りポークな
ど、チェダーチーズ以外すべて大淀町産！

兵庫
姫路ほか

兵庫
明石
世界に誇る但馬牛A5ランクのステーキに
自家製ソースと厳選野菜で、兵庫県を代
表するグルメバーガーが完成。受賞歴のあ
る「明石原人バーガー」に続く優勝を狙う！

兵庫
加古川ほか

唐揚げ専門店の絶品フィレサンド ￥600 アボカドチーズグレイトフル ￥800
手のひらサイズボリュ―ミーな塩唐揚を
天然酵母の柔らかいパンに挟み、スイー
トチリソースで仕上げた逸品。サンドイッ
チスタイルで、バーガー GP に挑戦状！

自家製バンズに挟んだジューシーな手
切りハンバーグステーキと熟成アボカド
を自家製デリシャスソースで！ 濃厚チー
ズとグリルオニオンが旨さを後押し♪

兵庫
姫路
えきそば の「まねき食品」による新展
開が、バーガーイベント初参戦！ 100%
ビーフのパテ × もっちりバンズ × 自家
製バーベキューソースがベストマッチ！

兵庫
姫路
baﬀycheeseburger

￥700

原料にこだわるバンズに無添加ビーフ
100% のパティ、自慢の手作りデミグラ
スソース＆タルタルソースが合わさった珠
玉のバーガー。グルメイベントで大人気！

