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2020
Himeji
姫路・大手前公園
hamburger
同時開催
Expo

２/11

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/burger2020
電車

JR ・ 山陽電車 姫路駅より、 姫路城方面に徒歩 15 分

1 K's PIT( ケーズピット)

2 飛騨牛バーガー本舗

愛知
知多牛バーガー

￥800

愛知県産知多牛 100% のビーフパティは
柔らかい肉質と脂の甘味が絶品。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！ 知多半島の恵み
を感じるハンバーガーをぜひ

3 ひだコロッケ本舗

岐阜
清流長良川の伏流水で焼き上げたバン
ズ、肉汁溢れる飛騨牛の旨みパティ、餌
や水にとことんこだわった卵「醍醐卵」
を使用。ソースは特製ハニーマスタード
ソース＆トマトソース！

4 ラッキーバーガー

￥1,000 スペシャル

黒毛和牛の飛騨牛をイメージして開発し
ました。手作りの飛騨牛ハンバーグ・レ
タス・炒めた玉葱を真っ黒の特製竹炭入
りバンズで挟んだ逸品です。ご一緒に手
作り飛騨牛コロッケも是非どうぞ。

「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。合計ポイントで BEST5 が決定します！」

★投票期間★
★表彰式★
14:00 締切
14:45〜
投票所に投票をお願いします
ステージにておこないます

5 R BURGER( アールバーガー )

三重

岐阜
くろ助デラックス

￥1,000

飛騨牛バーガー

あなたの一票でグランプリが決定！

￥1,000

松阪牛 100％のミートソース、手作りカ
チョカバロゥチーズ、手作りパティなど
オールハンドメイドのハンバーガーです。

6 THE VR ROOM KYOTO
( ザ ブイアール ルーム キョウト)

滋賀
HPG ハーフドライパイナップルガレットバーガー

￥1,000

国産牛 100％パテに、ハーフドライのパイナッ
プル、じゃがいものガレットチーズにロース
トオニオン、セミドライトマトペーストがアク
セント！あえてフレッシュ野菜を使わないこ
だわりの絶妙バランスをご賞味ください

京都
アンガスビーフ 100% プレミアム京都バーガー ￥1,000

アメリカ産アンガスビーフ 100％のパティが
自慢。ジューシーで柔らかい赤身肉の美味
しさを一番味わえる肩ロースで、口に入れ
た時の肉汁がたまりません。肉肉しいバー
ガーを口いっぱいに頬張ってください！

7 BaﬀyCafé( バフィーカフェ ) 8 あきらfood company( アキラフードカンパニー) 9 トムズスタジオ淡路夢舞台 10 Pandra sBox( ベルヴィル )

兵庫
アボカドバーガー

￥800

牛肉 100％のパティと自家製タルタルソー
ス・デミグラスソースの相性抜群のこだ
わりのハンバーガー。その中でもアボカド
バーガーは絶品です

11 高槻バーガー

兵庫
蓮根メンチカツバーガー

￥500

兵庫県産の蓮根と黒毛和牛でメンチカツ
を作りました。特製デミソースとほんのり
甘いバンズが包み込む一品に。料理人が
作る一風変わったバーガーに仕上げまし
た。

とろ〜りチーズの淡路島ゴールデンハンバーガー

兵庫

大阪

￥900

パンケーキバーガー『チョコフォンデュ&Berryバーガー』 ￥500

淡路ビーフ＆淡路猪豚の合挽パティと、淡
路島産玉ねぎのサクサクフライでボリュー
ム満点。トマトの酸味をきかせたデミソー
スにオリジナルハニーマスタード！とろ〜
りチーズとの相性も抜群！

12 牛タン 100％ハンバーガー普及の会 13 マハロ

大阪

1 つ 1 つ丁寧に焼き上げたパンケーキは
『ふわふわ』！3 種のベリーをトッピング
し濃厚プリンをチョコフォンデュがけしま
した。ルビーチョコレートと飴をアクセン
トに食感も UP！

14 京都ダイコクバーガー

静岡

京都

京都

高槻バーガー￥800 ( 写真はスペシャル￥1,000） 牛タン 100％チーズバーガー ￥800

A4 丹波牛京野菜味噌チーズバーガー ￥900

ビーフ 100%W チーズバーガー ￥800

15 神戸北野珈琲

17 Re DINER( アールイーダイナー ) 18 ビッグダイナー

ハンバーガー GP 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。芸能人のファン
も多い！

牛タンを 100％使用したパティを贅沢に
使用したハンバーガーです。パティは 150
ｇのボリュームです。行列のたえないハン
バーガー店です。一度ご賞味ください。

16 明石原人バーガー

兵庫

京都の食材にこだわり A4 丹波牛 100％
と京野菜と味噌ソースとの相性抜群です。
去年は準優勝だったので今年は優勝目指
して頑張ります。

兵庫

大阪

神戸牛スペシャルバーガー ￥1,000 明石原人チーズポンジュバーガー ￥900

ブラックアンガス牛ステーキバーガー ￥800

血統書付神戸牛カルビーを特製ステーキソー
スで焼き上げ兵庫県産新鮮レタス、たまねぎ、
肉汁溢れる黒毛和牛 100％ハンバーグをこ
だわりバンズで挟み特製ソースで味付けした
肉肉しい贅沢な逸品に仕上がっています。

19 四国屋台村

但馬産牛肉を使用した特製パテに 3 種のチーズを使っ
たチーズポンジュをふんだんにトッピング、淡路島産
玉ねぎと但馬牛ミンチをダブル使用したフレンチ風
ソースをのせた絶品なバーガーです。京都バーガーグ
ランプリ 16 年と 18 年、19 年優勝バーガー店です。

20 グリルダイバー nut'710(ナットナナイチマル) 21 三代目岩崎本舗

愛媛
ぶひバーガー

バンズからはみ出るおっきなステーキを
挟んだバーガーです。新鮮なレタスと厚
切りのたまねぎをトッピングし、手作り特
製ソースがお肉を引き立てています。

鳥取

￥1,000 グリル大山ソーセージバーガー

七輪で炭火焼きした国産豚ロースステー
キを、ごま油で焼き固めたライスバンズ
で挟みました。照焼濃厚醤油タレと、照
焼マヨネーズタマネギソースでご賞味くだ
さい！

￥700

長さ 17 ㎝の鳥取県大山ハムソーセージ
を使用。最初の一口はスモークの香りが
豚肉の旨味を引き立てたソーセージを食
べていただき、その次は「グリル大山ソー
セージバーガー」として食べて下さい。

数々のハンバーガーグランプリを受賞！ 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！

大阪
佐世保メガバーガー

22 HUNGRY HEAVEN( ハングリーヘブン）

長崎
長崎和牛白バーガー

￥1,500

直径 12 センチのゴマバンズに、150 グラムのビーフ
100％のオリジナルパティを 2 枚サンド！あめ色たまね
ぎ・カットトマト等の粗切り野菜をふんだんに入たトマ
トソースと、デミグラスソース、少し甘めながらスパイ
スのきいたマヨネーズの 3 種類のソースを使用します。

￥800

長崎の老舗角煮まんじゅう店「岩崎本舗」
が試作を重ねて作った渾身の逸品。長崎
和牛を贅沢に 100％使用した肉好きの為
のハンバーガー。チーズがとろ〜りのアツ
アツの逸品をぜひ！

福岡
チーズチーズチーズ スペシャル Ver.

￥1,000

芸能界のグルメ王も絶賛！100%BEEF の
手ごねパティにオリジナルのヘブンソース
を絡めモッツアレラ × チェダー × パルミ
ジャーノ 3 種のチーズをトッピング。肉と
チーズの旨味がダイレクトに味わえます

※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

