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主催：ひめじSubかるフェスティバル実行委員会
プロデュース：西日本ハンバーガー協会
http://www.himeji-subcal.com/page/burger2018
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★投票期間★
  2/4 （日） 10:00～14:00
　会場内の投票所に投票をお願いします

★表彰式★
  14:50～15:05 にステージで行います。

同時開催
痛車・コスプレイヤーが勢揃い !

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

会場へのアクセス

車

電車



★投票方法★
各店でハンバーガーを購入されますと、 1個につき1枚、
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ください！

珈琲の焙煎教室や卸売の焙煎拠点とカ

フェが入り混じった珈琲の異空間 「みさ

ご珈琲」。 ハンドドリップによる絶品のハ

ンバーガー専用珈琲と、 噂の炭酸珈琲

「玄武」 のハンバーガーフェス限定 WILD 

INDIGO 味を提供！。 ここでしか味わえな

い一杯を♪

特別出店最強バーガー決定戦
                   投票バーガー！
最強バーガー決定戦
                   投票バーガー！

K’s Pit（ケイズ ピット）

知多牛ベーコンチーズバーガー ￥800
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

愛知愛知

Aoibin&Blue-B( アオイビンアンドブルービー)

END of B.L.T.( エンドオブビーエルティー)
スライス&チョップドベーコンを挟む事で
バランスを重視。BLTとして一体感を持た
せ、さらにパティを炭火焼きにする事でス
モーキーフレーバーが味覚を刺激する！

3

兵庫兵庫

￥1000

eightfoods(エイトフーズ )

松阪牛バーガー
パティは松阪牛を100％使用する、超ゴー
ジャスな一品が姫路バガ博初登場！ 松阪
牛のおいしさを味わうために、シンプルな
味わいの肉汁ジューシーなハンバーガー
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三重三重

￥1000

神戸北野珈琲

黒毛和牛100％ハンバーガー
A4ランク以上の黒毛和種のみを使用した
黒毛和牛100％ハンバーガー！味付けは、
アルゼンチン産の無添加パタゴニアソルト
のみ。バンズ＆野菜とのハーモニーも◎
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兵庫兵庫

￥800

T's ★ Diner( ティーズスターダイナー)

京都バーガー GP優勝など数々の賞を受 
賞♪ アメリカンサイズでビーフ100% パ
ティに三箇牧トマトなど高槻特産品が一
度に味わえる。芸能人のファンも多い！ 

8

大阪大阪

￥850高槻とろ～り２種のたっぷりチーズバーガー

GRATEFUL BURGER(グレイトフルバーガー)

フジヤマ
お店オリジナルのテリヤキソースとマヨ
ネーズをたっぷり使い、アクセントに梅干
しを。バンズからソースまで全て手作り
が魅力。間違いないこの美味さ！
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兵庫兵庫

￥800

C.B Diner JOHSON(シービーダイナー ジョーソン)

城巽スペシャリティバーガー (JOHSONバーガー)
部位の違うオージービーフを粗挽きにし、
毎朝焼き上げる自家製バンズとオリジナ
ルBBQソースで仕上げた肉をダイレクト
に味わう今回のイベント限定バーガー！
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兵庫兵庫

￥800

淡路島ゴールデンハンバーガー

アボカドチーズの淡路島ゴールデンハンバーガー
淡路ビーフと淡路猪豚の合挽きパティを
使用。クリーミーなアボカドに爽やかな
ハニーマスタードの相性は抜群。淡路玉
ねぎのフライも入ってボリューム満点！
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兵庫兵庫

￥900

ステーキ 西村家

神戸ビーフ 匠 TAKUMI
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
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兵庫兵庫

￥900

イートジョイ

老舗の角煮まんじゅう店「岩崎本舗」三
代目のお店。３日以上かけて脂を抜いた、
とろけるように柔らかい角煮は美味。全
国唯一の創作角煮バーガーをぜひ！
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長崎長崎

￥600長崎角煮バーガー

京都ダイコクバーガー

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% パティに、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！
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京都京都

￥800ビーフ100% のWチーズバーガー

パシャケバブ

チキンケバブバーガー
トルコ人による本場のケバブが、なんと
ハンバーガーで気軽に味わえる！ 本格的
なケバブをメインに野菜もたっぷりで、
オリジナルソースが味わい深い

1

奈良奈良

￥600

からあげ川政

我が家のごちそうバーガー (ハーフサイズ )
揚げ物専門店が作るビーフカツに、オリジ
ナルソースは地元・加古川の地酒が隠し
味。我が家のお祝い事の時のみ登場する
ハンバーガー。100 食限定、利益度外視！
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兵庫兵庫

￥700

うらや

みのおBBQソーセージステーキバーガー
豚トロ部位を使用しジューシーに仕上げた
ソーセージステーキパティ。甘辛いソース
もBBQスタイル。バンズは卵不使用の
ベーグルで勝負！
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大阪大阪

￥600

ONODINER milimili( オーノ ダイナー ミリミリ)

ベーコンエッグバーガー
手作りの100%ビーフパティとオリジナル
ソースを使用し、こんがり香ばしいベー
コンとふわとろエッグをバンズで包み込ん
だ、ボリューム満点の一品
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奈良奈良

￥800

MASTERPIECE( マスターピース)

キューバサンドバーガー
話題のキューバサンドをマスターピースのオ
リジナルＢＢＱソース、ブランド豚「茶美豚」
のローストポーク、イタリアンサラミと自家
製ピクルスでハンバーガースタイルに☆
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兵庫兵庫

￥800

牛タン100% ハンバーガー普及の会

牛タン100％チーズハンバーガー
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！
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静岡静岡

￥800

明石原人バーガー

神戸牛使用！明石原人ダブルBEEFゴールドバーガー
但馬牛100％パティと神戸牛100％のス
テーキを二段重ねし、淡路島玉ねぎを
ベースにした自家製シャリアピンソース。
地場野菜使用の this is 兵庫バーガー！

20

兵庫兵庫

￥1000

チリパラダイス

佐世保バーガー
150ｇ100％ビーフパティにチェダー
チーズ、厚切りベーコン、卵焼き、野
菜を挟んだ元祖ご当地ハンバーガー！ 
味、ボリューム共に満足間違いなし
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愛知愛知

￥900

おにくやちゃん

和牛中落ちカルビバーガー
とにかく肉が旨い！ 肉職人が厳選した和
牛中落ちカルビを無添加バンズ（写真）ま
たはクロワッサンにサンド。和牛の旨味と
自家製フォンのデミソースのコラボをぜひ

17

兵庫兵庫

￥800


