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あくびちゃん はくしょん大魔王 ぷぅーたくん

痛車・コスプレイヤーが勢揃い !

会場へのアクセス
車

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

Himeji
Himeji
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
hamburger
hamburger
http://www.himeji-subcal.com/page/burger2019
電車

JR ・ 山陽電車 姫路駅より、 徒歩 15 分

あなたの一票でグランプリが決定！

22 「はくしょん大魔王」

「2/10 ㈰・11 ㈷の 2 日間それぞれ、各店先着 100 個分
のハンバーガーをご購入いただいたお客 様に、投 票用シー
ルを 1 枚お渡しします。例えば一度に 10 個購入された場
合は 10 枚お渡しします（※シールはなくなり次第終了）。
本部テントに投 票ボードを設置しますので、おいしいと思っ
たお店に、投 票シールをペタリと貼ってください。2 日間の
合計ポイントで BEST5 が決 定します！」
西日本ハンバーガー協会 薮 伸太 郎

1 Chili Paradise（チリパラダイス）

岐阜

半田

岐阜

￥900

佐世保バーガー

ベーコン、チーズ、目玉焼き、自家製オリジナ
ル BBQ ソースが、BIG サイズのバンズ、肉汁
あふれるパティとの相性抜群。ほかの佐世保
バーガーに負けない自信アリ！

3 ラッキーバーガー

飛騨牛バーガー

一発逆転バーガー ￥1,000
わての大好物のハンバーグを
堪能できる逆ハンバーガーで
ごじゃるよ〜
中のパンは現代で流行ってると
聞いたイングリッシュマフィンを
使ってるでごじゃる。
借金返済のためにみんな沢山
買うでごじゃるよ〜

￥1,000

清流・長良川の伏流水で焼き上げたバンズに、
肉汁溢れる飛騨牛のパティをサンド！ 餌や水
にとことんこだわった卵「醍醐卵」を、手作
り特製ソースでまとめる

4 トムズスタジオ淡路夢舞台

5 あきら food company

兵庫

兵庫

大阪

松坂

淡路島

高砂

高槻

まっつぁかバーガー「佐世保プレミアム」￥900

アボカドチーズの淡路島ゴールデンハンバーガー ￥900

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。淡路島玉ねぎのフライ
も入り、ボリューム満点！

7 ONO DINER milimili（オーノダイナーミリミリ） 8 ガストロニックオーガニック

蓮根メンチカツバーガー

￥600

兵庫県産の蓮根と国産合挽ミンチで作られた
蓮根メンチカツがメイン！ パン職人が作るほ
んのり甘いバンズと自家製デミグラスソース、
蓮根の食感がアクセント

9 ひとくちかすてらすずや

18 年度のバーガー EXPO 優勝など数々の賞
を受賞！ ビーフ 100％パティほか大阪府高槻
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

10 牛タン 100% バーガー普及の会

滋賀

大阪

静岡

奈良

近江八幡

天王寺

富士

￥800

近江牛スペシャルバーガー ￥800

溢れ出す甘い肉汁が自慢の近江牛パティを使
用した豪華なハンバーガー。毎朝焼き上げる
特製バンズと、地元の新鮮野菜たっぷりで、
ボリュームも満点！

チーズドッグバーガー

￥1,000 牛タン１００％アボガドチーズバーガー ￥900

見た目も味も斬新なハンバーガー（!?）。大人
気のチーズドッグをそのままサンドした一品
は、インスタ映え間違いなし。BBQ 味、照り
焼き味など味が選べるのもうれしい

11 K's Pit（ケーズピット） 12 九条ネギバーガー MAHARO（マハロ） 13 京都ダイコクバーガー

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。アボカドチーズで
さらにボリュームアップ♪

14 ビッグダイナー

愛知

京都

京都

大阪

半田

西京極

亀岡

住吉

￥600

愛知県知多半島産の知多牛は、豊かな風土で
育ち、知多牛特有の肉質の柔らかさ、甘い肉汁、
香ばしい油の香りが自慢の一品。ココでしか
食べられないハンバーガー！

15 パシャケバブ

チキンケバブバーガー

高槻バーガー ¥800（写真はスペシャル￥1,000）

奈良

全粒粉使用のバンズに超粗挽き 100% ビーフ
パティ。グリルドオニオンや手作りソースで甘
めに。燻製した香ばしいベーコンにフワトロの
エッグも魅力！

知多牛バーガー

6 ティーズスターダイナー

三重

「五感が思わず微笑むハンバーガーを食べても
らいたい！」をコンセプトに 10 周年。松阪牛
100% で作った濃厚デミグラスソースで、佐世
保バーガーの新境地を開く！

ベーコンエッグバーガー

話題の YouTuber「はくしょ
ん大魔王」がハンバーガーに
なって登場！ 大好物であるハ
ンバーグを贅沢に 2 枚使用し、
逆ハンバーガーに仕上げまし
た。ハンバーグに負けてしま
わないよう、中のパンはイン
グリッシュマフィンを使用。ア
ニメを忠実に再現するために
ハンバーグは焼かずに揚げて
調理します！

2 飛騨牛バーガー本舗

愛知

のハンバーガーが登場！

A4 丹波牛京野菜アヒージョチーズバーガー ￥800

オール京都産の食材で構成！ 賀茂ナス、万願
寺とうがらし、はたけしめじをアヒージョに。
丹波牛 100％と味噌ソースの相性は「魔法の
ソース」と呼ばれるほど！

ビーフ 100%W チーズバーガー ￥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。亀岡丹波野菜もたっぷり！

佐世保バーガー

￥900

150ｇの巨大ビーフパティにこだわる。飴色た
まねぎなどを使ったオリジナル野菜ソースと少
し甘めでスパイスの効いた特製マヨネーズを使
用。出来立てアツアツ！

16 CREEZAN（クリーザン）城崎本店 17 Johson Burgers（ジョーソンバーガーズ） 18 神戸北野珈琲
兵庫

兵庫

兵庫

兵庫

姫路

豊岡

姫路

姫路

￥700

外はカリッと、中はふんわりのバンズにケバブ
を豪快にサンド。トマト専門店のトマトにレタ
スなど、野菜にもこだわる。秘伝のケバブソー
スを味わうべし

19 みさご珈琲

但馬牛おとなのテリヤキバーガー ￥1,200

特産の「但馬牛」など、素材はほとんど地元産！
子供が大好きなテリヤキ味を大人をターゲット
に。クリームチーズをポイントに、山椒と黒胡
椒でアクセント！

The Real Beef Burger

￥800

前年度グランプリを受賞。バーガーに適した
肉を粗挽きにし、肉本来の旨味が味わえる！
淡路島産玉葱とベーコン、とろけるチェダー
チーズで更に旨味をプラス♪

北野スペシャルバーガー

￥800

コーヒーの名店によるハンバーガー。黒毛和
牛 100％のパティにレタス、兵庫ブランド・タ
ズミの卵を目玉焼きに！ デミグラスソースは
甘味たっぷりで、子供も安心♪

20 ABUI KITCHEN（アブイ キッチン） 21 ３代目岩崎本舗 ×eatjoy（イートジョイ） ★投票期間★
兵庫

鳥取

長崎

宝塚

琴浦

西彼杵

あんバタードーナツバーガー ￥400

さくふわのドーナツにたっぷりのあんこと上質
なバターを添えて、しっかりクリームを挟み込
んだ上質な甘みが冴えるスイーツバーガー。
ホットコーヒーも販売！

琴浦あごカツカレーバーガー ￥600

トビウオ＝あごを骨ごとすり身にしてカツを作
りカレーとマヨネーズで味を調整。「あご」が
落ちるほど旨い！ トビウオだけにトビ上がる
ほど旨い！と話題の一品

長崎和牛白バーガー

￥800

老舗の角煮まんじゅう店「岩崎本舗」三代目
のお店。日本一にも輝いた長崎和牛を 100％
使用。バターを練りこんだ自家製のバンズと
デミグラスソースでガッツリ！

2/11( 祝 ) 14:00 締切
会場内の投票所に
投票をお願いします
★表彰式★
2/11( 祝 ) 15:00〜
ステージで行います。

※必ずお読みください 掲載しているハンバーガーの画像はすべてイメージです。
提供設備により、内容が変更になる場合があります。また、ハンバーガーは完売する可能性があり、期間内でも販売を終了する場合があります。あらかじめご了承ください

