
ABC VILLEGE 2F 2559-12-12CHO-ME MIDORIMACHI  ASAHIKAWA-CITY  HOKKAIDO JAPAN

BELLOWS FIELD BEACH

ベローズこだわりUP
・ベーコン自家製
・北海道のチーズ
・自家製 BBQソース
・全粒粉入りクラフトバンズ
・牛 100%ハンドチョップ

クアトロこだわりUP
・北海道のチーズ
・自家製 BBQソース
・全粒粉入りクラフトバンズ
・牛 100%ハンドチョップ

チーズバーガーこだわり
・Wチーズバーガー

照り焼きこだわり
・照り焼きのグレードアップバーガー

こだわり
揚げ物のクオリティーUP

仕込み
サンドイッチの仕込みをなくす



大人気大人気
チーズ

好きに
チーズ

好きに

Avocado Burger

アボカド / レタス / トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス
アボカド バーガー人気人気

女子女子 1,3631,363 L(1,500) (1,500) 

※全てのハンバーガーに , フライドポテトかサラダが付きます
All burgers come with French Fries or Salada

1,6361,636 L(1,800) (1,800) 

オスス
メ

オスス
メ満足満足

【当店オススメ大満足トッピングを組み合わせた看板バーガー】

The Bellows BurgerThe Bellows Burger
ベローズ バーガーベローズ バーガー

アボカド / 林檎ベーコン/ モッツアレラチーズ / ゴーダチーズ / レタ
ス / トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス

BURGER 

Quatro Cheese BurgerQuatro Cheese Burger
クアトロチーズ バーガー [４種類のチーズ ]クアトロチーズ バーガー [４種類のチーズ ]

レッドチェダー / モントレージャック / モッツアレラ / ゴーダ / レタス
トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス

1,5901,590 L(1,750) (1,750) 

【チーズ好きを唸らす最強のクアトロチーズバーガー】

Ham Burger
ハンバーガー
レタス / トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス

1,0901,090 L(1,200) (1,200) 

Cheese Burger
チーズバーガー
モッツアレラチーズ / ゴーダチーズ / レタス / トマト / 玉ねぎのキャラメ
リゼ / スイートピクルス

1,2721,272 L(1,400) (1,400) 

Teriyaki Burger
テリヤキ バーガー
レタス / トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス定番定番

1,1811,181 L(1,300) (1,300) 

Apple Bacon And Cheese Burger
林檎ベーコン&チーズバーガー
林檎ベーコン / モッツアレラチーズ / ゴーダチーズ / レタス / トマト
玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス

1,5901,590 L(1,750) (1,750) 

Lamb Burger

Blue Cheese Burger
ブルー チーズ バーガー

ゴルゴンゾーラチーズ / レタス / トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイ
ートピクルス / オニオンリング / はちみつ

1,6361,636 (1,800)(1,800)Blue Cheese BurgerBlue Cheese BurgerBlue Cheese Burger
ブルー チーズ バーガーブルー チーズ バーガーブルー チーズ バーガー

ゴルゴンゾーラチーズ / レタス / トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイ
ートピクルス / オニオンリング / はちみつ

1,6361,6361,636 (1,800)(1,800)(1,800)

仔羊ラムバーガー

ラム / 行者ニンニク / グリルオニオン / フライドオニオン / レタス
トマト 

Hot Chili Burger
ホットチリバーガー

チリビーンズ / ハラペーニョ / レタス / トマト / 玉ねぎのキャラメリゼ
 スイートピクルス
  

1,3181,318 L(1,450) (1,450) 

(1,750) (1,750) 1,5901,590

オスス
メ

オスス
メ店長店長

人気人気
隠れ隠れ

【北海道の思い出に大好評！！店長オススメのラムバーガー】

※(   ) の中に表示している数字が、税込価格表示になります。

FRENCH FRIES  or  SALAD

ポテト 又は サラダ お好きな方をお選びください

サラダの場合は、ドレッシングをお選びください 

STEP 1

A . シーザー /  B . 和風 
STEP 2

IF NO PREFERENCE IS STATED.ALL PATTIES WILL BE COOKED MEDIUM.
ご要望がない場合焼き加減はミディアム（中がほんのりピンク色の状態）でお出しします。

ALL  BURGER AND SANDWICHES ARE PREPARED AFTER ORDERS ARE PLACED.
全てのハンバーガーとサンドイッチはオーダーを受けてから調理します。
BURGER AND SANDWICHES ARE MADE WITH  MUSUTARD ,MAYO ,SALT AND PEPPER.
ハンバーガーとサンドイッチにマヨネーズ、塩、こしょう、マスタード等が入っています。



BURGERBURGER ※全てのハンバーガーに , フライドポテトかサラダが付きます
All burgers come with French Fries or Salada

Grapefruit Juice

Ginger Ale
ジンジャーエール

Melon Soda
メロンソーダ

Wild Grapes Soda
山ぶどうソーダ

Orange Juice by minute maid 
ミニッツメイド オレンジ 100%

グレープフルーツジュース

Oolong Tea
ウーロン茶

コカ コーラ
Coca-Cola

DRINK SET ドリンクをお選びください

+227

Please choose a drink

※ハンバーガー / サンドイッチ / パンケーキ を一品ご注文の方

(250) (250) 

コーヒー
Coffee [ HOT / ICED ] 

Grape Juice
ぶどうジュース

紅茶
Tea [ HOT / ICED ] 

ゆず茶 [ 冬季限定 ]
Citron Tea [ HOT ] 

Apple Juice
りんごジュース

Latte Set  [ HOT / ICED ] 
カフェラテ セット +409 (450) (450) 

※(   ) の中に表示している数字が、税込価格表示になります。

Filet-O-Fish
フィレオ・フィッシュ
タルタルソース / レタス / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス

1,181 (1,300) (1,300) 

人気

ガーリ
ック

人気

ガーリ
ック

1,045 (1,150) (1,150) 

1,3631,363Garlic Butter Chicken BurgerGarlic Butter Chicken Burger
ガーリックバターチキンバーガーガーリックバターチキンバーガー
ガーリックアッシェ / ハーブバター / レタス / 玉ねぎのキャラメリゼ 
スイートピクルス

(1,500) (1,500) 

1,318Salt and Lemon Chicken Burger
ソルト&レモンチキンバーガー
カットレモン / レタス / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス

(1,450) (1,450) 

Teriyaki Chicken BurgerTeriyaki Chicken Burger
テリヤキ チキンバーガー
レタス / 玉ねぎのキャラメリゼ / スイートピクルス人気人気

定番定番

SANDWICH

Steamed Chicken and 
　　　　Mixed Beans Sandwich
Steamed Chicken and 
　　　　Mixed Beans Sandwich 1,1811,181
蒸し鶏とミックスビーンズのサンドイッチ 蒸し鶏とミックスビーンズのサンドイッチ 
チキン / ミックスビーンズ / 水菜 / レッドキャベツチキン / ミックスビーンズ / 水菜 / レッドキャベツ

(1,300) (1,300) 

Roast Pork Sandwich
ローストポーク サンドイッチ

1,363

ローストポーク / レタス / トマト / オニオン / スイートピクルス

(1,500) (1,500) Roast Pork SandwichRoast Pork SandwichRoast Pork Sandwich
ローストポーク サンドイッチローストポーク サンドイッチローストポーク サンドイッチ

1,3631,3631,363

ローストポーク / レタス / トマト / オニオン / スイートピクルス

(1,500) (1,500) (1,500) 

人気人気
オスス

メ
オスス

メ

Melt Cheese Steak  SandwichMelt Cheese Steak  Sandwich
メルトチーズ ステーキサンドイッチメルトチーズ ステーキサンドイッチ
牛肉スライス / モッツアレラチーズ / ゴーダチーズ 
玉ねぎ 
牛肉スライス / モッツアレラチーズ / ゴーダチーズ 
玉ねぎ 

1,500 1,500 (1,650) (1,650) 

ビー・エル・イー・ティー サンドイッチビー・エル・イー・ティー サンドイッチ
ベーコン / レタス / エッグ / トマト ベーコン / レタス / エッグ / トマト 

B L E T SandwichB L E T Sandwich 1,090 1,090 (1,200) (1,200) 

自分だけのバーガーをお楽しみ下さい。Make your own special treat,

EXTRA or EXCHANGE
+ 136

Egg / Sweet Pickles / Jalapeno / Grill de Pine
エッグ/スイートピクルス /　 ハラペーニョ / パイン (150) (150) 

181
Cheese / Onion Fries
チーズ/ フライド オニオン (200) (200) 

+

272
Avocado
アボカド (300) (300) +

318
Apple Bacon
林檎ベーコン (350) (350) +

500
Beef Patty
牛パティ (550) (550) 

+



オスス
メ

オスス
メ

バッファローチキンバッファローチキン
Buffalo Chicken 4psBuffalo Chicken 4ps

2P / 636 4P / 9542P / 636 4P / 954
(700) (700) (1,050) (1,050) 

大人気大人気

Fried Chicken 4psFried Chicken 4ps
スパイシー フライドチキンスパイシー フライドチキン

2P / 5902P / 590 4P / 9094P / 909
(650) (650) (1,000) (1,000) 

SIDE ORDER

French Fries
フライドポテト

409 (450) (450) 

※下の中からお好きな 2種類お選び下さい。
サイドディッシュ2種類盛り合わせ

772 Half Size Side Dishes (850) (850) 

Onion Rings
オニオンリング

636 (700) (700) Onion RingsOnion RingsOnion Rings
オニオンリングオニオンリングオニオンリング

636 (700) (700) (700) 

Chicken Nugget
チキンナゲット

500 (550) (550) 

Fried Calamari
カラマリフライ（イカリング）

772
人気人気
定番定番 (850) (850) 

Fish Fly  6ps
フィッシュフライ

500人気人気 (550) (550) 

5,French Fries  180g フライドポテト

1,Onion Rings 150g オニオンリング

2,Fried Calamari   4ps カラマリフライ（イカリング）

3,Chicken Nugget  4ps チキンナゲット

4,Fish Fry  4ps フィッシュ

大人気大人気
お得な

二種盛
お得な

二種盛

※(   ) の中に表示している数字が、税込価格表示になります。

KIDS

Panda
パンダ

863 (950) (950) 

牛パティ/ レタス / ポテト / ゼリー / りんごジュース
※味付けは塩のみ

Koala
コアラ

863 (950) (950) 

フライドチキン / ポテト / ゼリー / りんごジュース

※小学生以下の方がご利用いただけます。
キッズメニュー



PANCAKES

全てのパンケーキにトッピングできます。全てのパンケーキにトッピングできます。
TOPPING for pancakesTOPPING for pancakes

Chocolate Sauce
チョコレートソース 
Chocolate SauceChocolate SauceChocolate Sauce
チョコレートソース チョコレートソース チョコレートソース ++ 181181 (200) (200) 

227227++ Whipped Cream / Custard
 ホイップクリーム / カスタード
Whipped Cream / CustardWhipped Cream / CustardWhipped Cream / Custard
 ホイップクリーム / カスタード ホイップクリーム / カスタード ホイップクリーム / カスタード

(250) (250) 

Vanilla
北海道バニラアイスクリーム

272

with Chocolate Sauce
バニラアイスクリーム チョコレートソースかけ

454with Chocolate Saucewith Chocolate Saucewith Chocolate Sauce
バニラアイスクリーム チョコレートソースかけバニラアイスクリーム チョコレートソースかけバニラアイスクリーム チョコレートソースかけ

454454454

Melon Cream Soda
メロンクリームソーダ

590

オスス
メ

オスス
メ人気人気

Butter Milk Pancake
バターミルク パンケーキ

909 (1,000) (1,000) 

素材を生かしたシンプルパンケーキ
トッピングを追加して、いろんな楽しみ方を是非お試しください！

Butter Milk PancakeButter Milk PancakeButter Milk Pancake
バターミルク パンケーキバターミルク パンケーキバターミルク パンケーキ

909909909 (1,000) (1,000) (1,000) 

素材を生かしたシンプルパンケーキ
トッピングを追加して、いろんな楽しみ方を是非お試しください！

Creme Brulee PancakesCreme Brulee Pancakes
クレーム ブリュレ パンケーキクレーム ブリュレ パンケーキ

Cream and Macadamia Nuts
マカダミアナッツ パンケーキ

1,090

[ハワイで大人気] 甘さ控えめの濃厚なミルクソース

(1,200) (1,200) 

with Caramel Sauce
バニラアイスクリーム キャラメルソースかけ

454 (500) (500) 

Affogato
アフォガード

772 (850) (850) AffogatoAffogatoAffogato
アフォガードアフォガードアフォガード

772772772 (850) (850) (850) 

人気人気
定番定番

1,090

ディプロマットクリーム / ミックスベリー / 北海道バニラ

Creme Brulee PancakesCreme Brulee Pancakes
クレーム ブリュレ パンケーキクレーム ブリュレ パンケーキ

(1,200) (1,200) 

おすす
め

おすす
め

人気人気

定番定番
人気人気

318Mixed berry 
ミックスベリー+ (350) (350) 318Mixed berry Mixed berry Mixed berry 
ミックスベリーミックスベリーミックスベリー+ (350) (350) (350) 

272272++ Vanilla
北海道 バニラアイス  

(300) (300) 272272272+++ VanillaVanillaVanilla
北海道 バニラアイス  北海道 バニラアイス  北海道 バニラアイス  

(300) (300) (300) 

Caramel Sauce
キャラメル ソース ++ 181181 (200) (200) Caramel SauceCaramel SauceCaramel Sauce
キャラメル ソース キャラメル ソース キャラメル ソース +++ 181181181 (200) (200) (200) 

DESSERT

Cream and Macadamia Nuts
マカダミアナッツ パンケーキ

1,090 (1,200) (1,200) Cream and Macadamia NutsCream and Macadamia NutsCream and Macadamia Nuts
マカダミアナッツ パンケーキマカダミアナッツ パンケーキマカダミアナッツ パンケーキ

1,0901,0901,090 (1,200) (1,200) (1,200) 

318One Additional Pancake 
追加パンケーキ　1枚+ (350) (350) 318One Additional Pancake One Additional Pancake One Additional Pancake 
追加パンケーキ　1枚追加パンケーキ　1枚追加パンケーキ　1枚+ (350) (350) (350) 

1,090 (1,200) (1,200) 

※パンケーキは3枚です。追加でパンケーキの生地だけを注文することもできます。※パンケーキは3枚です。追加でパンケーキの生地だけを注文することもできます。

※(   ) の中に表示している数字が、税込価格表示になります。

(650) (650) 

(300) (300) 

(500) (500) 



SOFT DRINK

ALCOHOL

Coca-Cola
コカ コーラ

500 (550) (550) 

Ginger Ale
ジンジャーエール

500 (550) (550) Ginger AleGinger AleGinger Ale
ジンジャーエールジンジャーエールジンジャーエール

500500500 (550) (550) (550) 

Melon Soda
メロンソーダ

500 (550) (550) 

Wild Grapes Soda
山ぶどうソーダ

500 (550) (550) Wild Grapes SodaWild Grapes SodaWild Grapes Soda
山ぶどうソーダ山ぶどうソーダ山ぶどうソーダ

500500500 (550) (550) (550) 

Orange Juice by minute maid
ミニッツメイド オレンジ 100%

500 (550) (550) Orange Juice by minute maidOrange Juice by minute maidOrange Juice by minute maid
ミニッツメイド オレンジ 100%ミニッツメイド オレンジ 100%ミニッツメイド オレンジ 100%

500500500 (550) (550) (550) 

Grapefruit Juice
グレープフルーツ ジュース

500 (550) (550) 

Grape Juice
ぶどう ジュース

500 (550) (550) Grape JuiceGrape JuiceGrape Juice
ぶどう ジュースぶどう ジュースぶどう ジュース

500500500 (550) (550) (550) 

Beer
ハイネケン 瓶 330ml

727 (800) (800) 

Wine [WHITE or RED]
カリフォルニアワイン

500 (550) (550) 

Apple Juice
りんご ジュース

500 (550) (550) 

Pineapple Juice
パイン ジュース

500 (550) (550) Pineapple JuicePineapple JuicePineapple Juice
パイン ジュースパイン ジュースパイン ジュース

500500500 (550) (550) (550) 

Coffee [HOT / ICED]
コーヒー

500 (550) (550) 

Cafe Latte [HOT / ICED]
カフェ ラテ 

590 (650) (650) Cafe Latte [HOT / ICED]Cafe Latte [HOT / ICED]Cafe Latte [HOT / ICED]
カフェ ラテ カフェ ラテ カフェ ラテ 

590590590 (650) (650) (650) 

Espresso
エスプレッソ

Single  30ml
Double 60ml

400 (440) (440) 

500 (550) (550) 

Tea 
紅茶

ダージリン

アールグレイ

アッサム

500 (550) (550) 

Darjeeling Tea  [ HOT ]

Earl Gray Tea    [ HOT ]

Assam     [ ICED ]

Tea Tea Tea 
紅茶紅茶紅茶

ダージリンダージリンダージリン

アールグレイアールグレイアールグレイ

アッサムアッサムアッサム

500500500 (550) (550) (550) 

Darjeeling Tea  [ HOT ]Darjeeling Tea  [ HOT ]Darjeeling Tea  [ HOT ]

Earl Gray Tea    [ HOT ]Earl Gray Tea    [ HOT ]Earl Gray Tea    [ HOT ]

Assam     [ ICED ]Assam     [ ICED ]Assam     [ ICED ]

Oolong Tea
ウーロン茶

500 (550) (550) 

Citron tea [HOT]
ゆず茶 [ 冬季限定 ]

500 (550) (550) Citron tea [HOT]Citron tea [HOT]Citron tea [HOT]
ゆず茶 [ 冬季限定 ]ゆず茶 [ 冬季限定 ]ゆず茶 [ 冬季限定 ]

500500500 (550) (550) (550) 

COFFEE&TEA

Beer Non Alcohol 
ノンアルコール ビール

545 (600) (600) 



Clams Steamed in White Wine
あさりのワイン蒸し
とりあえずお酒と一緒にと言う方に、あさりをワインで
蒸した絶品の一品。とりあえずって方へ。

954 954 (1,050) (1,050) Clams Steamed in White WineClams Steamed in White WineClams Steamed in White Wine
あさりのワイン蒸しあさりのワイン蒸しあさりのワイン蒸し
とりあえずお酒と一緒にと言う方に、あさりをワインで
蒸した絶品の一品。とりあえずって方へ。
とりあえずお酒と一緒にと言う方に、あさりをワインで
蒸した絶品の一品。とりあえずって方へ。
とりあえずお酒と一緒にと言う方に、あさりをワインで
蒸した絶品の一品。とりあえずって方へ。

954 954 954 (1,050) (1,050) (1,050) Chili Con Came
チリコンカン
自家製のチリビーンズはピリっと辛さの後に旨辛い味わい。
一緒にトルティーヤチップスにディップして召し上がれ。

863 863 (950) (950) 

Garlic Shrimp plateGarlic Shrimp plate
ガーリックシュリンプ プレートガーリックシュリンプ プレート

Garlic Shrimp Garlic Shrimp 
ガーリックシュリンプ （エビのみ）ガーリックシュリンプ （エビのみ）

1,545 1,545 (1,700) (1,700) 

1,090 1,090 (1,200) (1,200) 

Hot Spicy Shrimp PlateHot Spicy Shrimp Plate
ホット スパイシー シュリンプ プレートホット スパイシー シュリンプ プレート

Hot Spicy Shrimp Hot Spicy Shrimp 
ホット スパイシー シュリンプ （エビのみ）ホット スパイシー シュリンプ （エビのみ）

1,545 1,545 (1,700) (1,700) 

1,090 1,090 (1,200) (1,200) 

サーロインステーキ 200g / オーストラリア産
ジャックダニエル ペッパーステーキ
Jack Daniel Pepper Steak 2,000 2,000 (2,200) (2,200) 

サーロインステーキ 200g / オーストラリア産サーロインステーキ 200g / オーストラリア産サーロインステーキ 200g / オーストラリア産
ジャックダニエル ペッパーステーキジャックダニエル ペッパーステーキジャックダニエル ペッパーステーキ
Jack Daniel Pepper SteakJack Daniel Pepper SteakJack Daniel Pepper Steak 2,000 2,000 2,000 (2,200) (2,200) (2,200) 

1,Set rice ライス

2,Set bread パン 318 318 (350) (350) 

318 318 (350) (350) 

ステー
キ

ステー
キサーロ

イン
サーロ

イン

大人気大人気
ハワイ

の定番
ハワイ

の定番

ジャックダニエル ペッパーステーキジャックダニエル ペッパーステーキ
Jack Daniel Pepper SteakJack Daniel Pepper Steak

Garlic Shrimp plateGarlic Shrimp plate
ガーリックシュリンプ プレートガーリックシュリンプ プレート

ハワイと言えばガーリックシュリンプも有名ですよね。ハワイ本場の味を
再現した自信ありのワンプレートです。ここでしか味わえない一度食べる
とやみつきになる美味しさ。

※(   ) の中に表示している数字が、税込価格表示になります。

ディナー 限定 ：16:00 ~ 18:30 DINNER


