☆ 当店はカフェ形態での営業をしておりますので、
フード類に関しましてはお飲み物ご利用のサービスメニューと位置づけております。
そのため、
フード類単品注文の場合、割引価格は適用されませんのでご了承下さい。

印：お飲み物とセットでご注文の場合の割引価格です。
ホット・ドック

ハンバーガー

HOT DOG

（ドック類は１本の価格になります。追加は1本までで、
ご注文時にご注文と同じドック１本につき、
それぞれ４００円です。）
1100 ( 800)
シカゴ・スタイル・ドック （ピクルスなどを使ったベーシックなホットドックです。）
-Chicago style HOT DOG
- Basic style Hot Dog Made with 100% pork sausage. (1 piece)

タルタル・ドック (当店オリジナル・タルタルソースを使った新しいタイプのドックです。）
-TarTar DOG
-With Special Sauce (Tartar-sauce based), Made with 100%pork sausage. (1 piece)

1100 (

800)

チリ・ドック （当店オリジナル・チリソースを使ったシカゴ・スタイル・チリドックです。)
-CHILI DOG -Chicago style chili dog topped with chili sause . (1 piece)

1200 (

900)

チリ・チーズドック （チリドックにチーズをトッピングしたドックです。)
-CHILI-cheese DOG -Chicago style chili dog topped with chili sause and cheese . (1 piece)

1250 (

950)

特製ピザ・ドック （チーズたっぷり、
当店定番のピザとホットドックが合体！贅沢な味わいです。）

1250 (

950)

-PIZZA DOG - The Buzz House Original Hot Dog served pizza style with cheese & pizza sauce. (1 piece)

BLTサンド・バズハウス風（ベーコン・レタス・トマト・タマゴサンド）

HAMBURGER

自家製全粒粉食パンを使ったビックなバーガーです。
- Large hamburger served with Home-made toasted Graham-Bread.
ハンバーガー
- ORIGINAL HAMBURGER
チーズバーガー
- ORIGINAL CHEESE HAMBURGER
タルタル・バーガー
- TARTAR HAMBURGER
タルタル・チーズバーガー
-TARTAR CHEESE HAMBURGER
チリバーガー
- ORIGINAL CHILi HAMBURGER
チリ・チーズバーガー
- ORIGINAL CHILi CHEESE HAMBURGER
*桜のチップでスモークした自家製ベーコン プラス (１枚）
・・
*Extra
200YEN
for
homemade
bacon
(one
piece)
「

サンドウイッチ SANDWICH
1500 (

Buzz House is cafe, so we want you to enjoy our drinks.
You can also enjoy our foods, but you cannot get special price if you order only foods.
You can see two prices when you see our menu.
The left side price means the regular price, and the right side price means the special price( ).
It means foods menus will be more expensive than when you order with drinks.

1500 (

1200)

1600 (

1300)

1600 (

1300)

1700 (

1400)

1600 (

1300)

1700 (

1400)

+200YEN

*辛いのがお好みの方へ・・ハラペーニョペパー プラス (１本）
・・ +100YEN
*Extra 100YEN for Jalapeno Peppers (one piece)

1200)

ベーコン、
レタス、
トマト,そして玉子を自家製のグラハム・パンに挟んだ
バズハウススタイルのサンドウイッチです。
(自家製全粒粉パン、
ベーコンの在庫の関係で提供出来ない時もございますので、
ご了承下さい）

-BLT-SANDWICH BUZZ HOUSE STYLE
- Homemade crispy bacon, lettuce, juicy tomato, and egg
served on Homemade toasted Graham-bread.

キッズ・ランチ

KID’S LUNCH

スパゲティ

1250

軽食

お子様が大好きなワッフルとハンバーグをメインにジュースやデザートまでついてくる
ワクワク・メニューです。(小学生以下のお客様に限らせていただきます。）

すべてゆであげ、
自家製ソースです。
- Pasta served with home-made sauce using the finest ingredients

1500 ( 1200)
カルボナーラ（自家製ベーコンを使っています。）
- Carbonara
*カルボナーラにタマゴ プラス・・
+100YEN
*Extra 100YEN for Egg on carbounara

-KID'S LUNCH -All kid meals include Waffles, Hamburger steak, Juice & Dessert( for children under 13 years old).

カレー

CURRY

.スパイシー・キーマ・カレー

1550 (

- Spycy KEEMA CURRY with RICE.
当店で調合したスパイスを加えたカレーベースから丁寧に作り込んだ人気のカレーです。

1250)

Side Dishes

木の実の盛りあわせ
- NUTS

1200)

なっとう（厳選された納豆を使用しています。）
- Japanese Style Natto spaghetti

1500 (

1200)

昔懐かしナポリタン

1500 (

1200)

- 1950’s Japanese cafe Style spaghetti

STEW

1700 (

650
800
1500

★We

1400)

800

850

３種ソーセージの盛りあわせ
（小)
- SAUSAGE-MIX(SMALL)

★ おつまみのみの単品注文は承っておりません。
お飲み物メニューと併せてご利用下さい。

1500 (

特製シチュー（ことこと煮込みました。
ライスサービス）
- BEEF STEW with RICE

- Choose any of our side dishes to compliment your beverage!
ポテト・チップス
- POTATO CHIPS
もろきゅう
- MOROKYU(Fresh Cucumber with bean paste(MISO))

３種ソーセージの盛りあわせ
（大）
- SAUSAGE-MIX(LARGE)

ミートソース (自家製ミートソースを使用しました。）
- With Meat sauce

（美味しいソーセージなどが入った喫茶店の定番メニューです。
）

シチュー
おつまみ

SPAGHETTI

don’t accept that you order only Side Dishes,
please order with drinks.

営業時間；１１：００〜１８：００
（１７：００ラストオーダー）
定休日； 毎週火曜日、水曜日、木曜日

Business hours : 11:00〜18:00(17:00 Last-order )
Store Closed every Tuesday, Wednesday and Thursday.

www.buzzhouse.gr.jp

