
ABSOLUT VODKA
The �ficial vodka � Ma�iniburger.

Ma�in� and burge�. Yeah!



BURGERS SANDWICHES

Fifth Avenue
ゴーダチーズ、チェダー
チーズ、アイオリマスタード

Bronx
スパイスの効いたチリと
ミックスチーズ

Little Italy
とろとろのモッツァレラと
スパイシーケチャップ

Hamptons
Grilled Chicken
チキンフィレ、アボカド
ベーコン、スペシャルソース

Quesadilla platter 1000
 チキン・チリ・チーズ から 2つお選びください。 サルサ添え

Big mixed salad 900
新鮮な季節野菜をクリーミーなパルメザンドレッシングで。

チキン、ベーコン追加+200

Weekend special 900
新鮮な季節野菜をクリーミーなパルメザンドレッシングで。

  

HOMEMADE CAKES AND PIES 600

N.Y.チーズケーキ
N.Y.ブラウニー
今週のケーキまたはパイ

ケーキセット  750
お好きなお飲み物を
お選びください。

Harlem
Spicy Chicken
オリジナルスパイシーソー
でマリネしたジャークチキン

Cubano
マスタードソースの利いた、
自家製ローストポーク・ピクルス・
チーズ・ピタパンのサンドイッチ。

Big Apple BBQ
自家製バーベキュソース
柔らかいポークサンドイッチ

West Side
カリカリベーコン、タマネギ、
バーベキューソース

Brooklyn
マッシュルーム、ゴーダ
チーズ、ベアルネーズソース

Chinatown
ネギ、甘口海鮮醤

N.Y. BURGER COLLECTION セット1350 (バーガー単品で1150)
自慢のビーフ100%（200g）のパティをグリルでジューシーに仕上げて焼きたて
のバンズに挟む。お好みのバーガーとサイドディッシュ一点をお選びください。

N.Y. HOT SANDWICH COLLECTION 1000
人気のサンドイッチ。オリジナルコールスロー
をお付けします。

...AND MORE

THE MARTINIBURGER®

セット1000 (バーガー単品で800)自慢の
ビーフ100%（200g）を軽くトーストしたイングリッシュ
マフィンに挟んだバーガー,バターとハーブ ソース。
サイドディッシュ一点をお選びください。

WEEKLY BURGER セット1000
(バーガー単品で800) 週替わりのバーガーです。
サイドディッシュを一点お付けします。

LITE BURGER SET 900 (単品700)
MARTINIBURGERと同じ自慢のビーフパティ
を150gにしました。 サイドディッシュ付き。

THE SKYSCRAPER™摩天楼 2000 
食欲旺盛なあなたにピッタリな名物バーガー。
タマネギ、ベーコン、チリ、マッシュルーム、
アボカド、チェダーチーズ、ゴーダチーズで
トッピング して、サイドディッシュもお付けします。

DRINKS

Absolut
Vodka Martini 700
エクストラドライダブルマティーニ
レモンツイスト添え。飲み方をロック、
ストレートからお選びください。

Brooklyn Lager 
L 800  M 500 

1984 年に誕生した N.Y.で
最も愛されている地ビール。

フレーバーABSOLUT 
ウォッカマティーニ 700

カシス
チョコレート
レモンライム
オレンジ
バニラ

ABSOLUTカクテル 700
コスモポリタン

          ブラッディマリー 
スクリュードライバー
レモンドロップ
ウォッカコーラ

ウォッカクランベリー
ウォッカトニック
ウォッカショット

ウイスキー
ジョニーウォーカーレッド950
ワイルドターキー 950
ストレート、オンザロック、

ソーダや水

ワイン
グラス650

ボトル3500/5500
詳細はスタッフにお尋ね下さい。

ソフトドリンク
300

コーヒー（ホットまたはアイス）
コーラ

ジンジャーエール
ドクターペッパー
アイスレモンティー

レモネード（ホットまたはアイス）
ミネラルウォーター
オレンジジュース

紅茶

NEW YORK  
エッグクリーム 500

MARTINIBURGER 

でしか味わえないN.Y.名物の
泡立ちチョコレートソーダ

あなただけのオリジナルハンバーガーを作ろう!
トッピング:
フライドオニオン, サルサ,ピクルス(100円),
ベーコン,チリ,アボカド,マッシュルーム,チェダーチーズ,
コルビージャックチーズ,ゴーダチーズ,モッツァレラチーズ(200円)

ソース: 
バーベキュ,ベアルネーズ, ブルーチーズ,
甘口海鮮醤, アイオリマスタード,
スパイシーケチャップ, ヨーグルトとキュウリ

サイドディッシュ
一品お選びください。
(単品で350)

ホウレンソウのクリーム煮

マカロニチーズグラタン

ローストポテト

ネギ入りマッシュポテト

季節の新鮮サラダ



ティニーバーガー
1000 (3個) 700 (2個)
ミニビーフバーガー、
マスタードとケチャップ

ディナー: スモールプレート

フムス700
自家製ひよこ豆のペースト、ピタ添え

ピクルス400

ディナー: ビッグプレート

ミートローフ1350
自家製ミートローフを濃厚なマッシュルームグレイビー
ソースでどうぞ。新鮮サラダまたはポテト添え。

チリ1000 スパイスでじっくりと煮込んだ牛挽肉と
ビーンズに 相性抜群の 焼きたてトルティーヤを添える
これぞ幸せ。 チーズ追加 +200 トルティーヤ追加 +100

グリルラムチョップ2000 (3個) 一本ー単品600
 オリジナルスパイスでマリネした
ジューシーな 子羊肉。 新鮮サラダとポテト添え。

本日のラザニア1200
トマトソース仕立ての特選ラザニア。
サラダまた はホウレンソウ添え。

チーズの盛り合わせ1200
4種類のチーズ、ミックスナッツ、ドライフルーツ添え

グリルバッファローチキンウィング600 (3個)
3つのスパイシーな手羽先、ブルーチーズソース添え

ケサディーヤ650
チキン・チリ・チーズからお選びください。サルサ添え

ニューヨークステーキ(2人前)
3000

肉厚、ジューシーなプライムステーキ
をお好みに合わせてグリルいたします
新鮮サラダと本日の温野菜添え。

100パーセントオージービーフ。400g!



TAKE-OUT!
お持ち帰り頂けます！ (03) 6280 8920 事前にお電話でのご注文をお薦めします。

江
戸
川
橋
通
り

江戸川橋駅 2
新目白通り

神楽坂駅 2
早稲田通り

MARTINIBURGER
店舗情報
住所：162-0804
東京都新宿区中里町31
電話番号: 03-6280-8920 
www.martini-burger.com

ランチタイム
は全席禁煙 です。
定休日： 月曜日

ランチタイム
は全席禁煙 です。
定休日： 月曜日

WI-FI SPOT無料

お気軽に
お立ち寄り下さい。



BURGERS

T A K E - O U T  M E N U
SANDWICHES

Fifth Avenue
ゴーダチーズ、チェダー
チーズ、アイオリマスタード

Bronx
スパイスの効いたチリと
ミックスチーズ

Little Italy
とろとろのモッツァレラと
スパイシーケチャップ

Hamptons
Grilled Chicken
チキンフィレ、アボカド
ベーコン、スペシャルソース

Quesadilla platter 1000
 チキン・チリ・チーズ から 2つお選びください。 サルサ添え

Big mixed salad 900 
新鮮な季節野菜をクリーミーなパルメザンドレッシングで。
チキン、ベーコン追加++200

Weekend special 900
新鮮な季節野菜をクリーミーなパルメザンドレッシングで。
  

Harlem
Spicy Chicken
オリジナルスパイシーソー
でマリネしたジャークチキン

Cubano
マスタードソースの利いた、
自家製ローストポーク・ピクルス・
チーズ・ピタパンのサンドイッチ。

Big Apple BBQ
自家製バーベキュソース
柔らかいポークサンドイッチ

West Side
カリカリベーコン、タマネギ、
バーベキューソース

Brooklyn
マッシュルーム、ゴーダ
チーズ、ベアルネーズソース

Chinatown
ネギ、甘口海鮮醤

N.Y. BURGER COLLECTION セット1350 (バーガー単品で1150)
自慢のビーフ100%（200g）のパティをグリルでジューシーに仕上げて焼きたて
のバンズに挟む。お好みのバーガーとサイドディッシュ一点をお選びください。

N.Y. HOT SANDWICH COLLECTION 1000 
人気のサンドイッチ。オリジナルコールスロー
をお付けします。

...AND MORE
THE MARTINIBURGER®

セット1000 (バーガー単品800) 自慢の
ビーフ100%（200g）を軽くトーストしたイングリッシュ
マフィンに挟んだバーガー, バターとハーブ  ソース。
サイドディッシュ一点をお選びください。

WEEKLY BURGER
セット1000 (バーガー単品800) 1週間限定の
バーガーです。サイドディッシュを一点お付けします。

LITE BURGER セット900
(単品700) MARTINIBURGERと同じ自慢の
ビーフを150gにしました。ソースとサイドディッシュ付。

あなたのハンバーガーをカスタマイズする
トッピング:
フライドオニオン, サルサ,ピクルス(100円),
ベーコン,チリ,アボカド,マッシュルーム,チェダーチーズ,
コルビージャックチーズ,ゴーダチーズ,モッツァレラチーズ(200円)

ソース(無料): 
バーベキュ,ベアルネーズ, ブルーチーズ,
甘口海鮮醤, アイオリマスタード,
スパイシーケチャップ, ヨーグルトとキュウリ

THE SKYSCRAPER™摩天楼 2000 
食欲旺盛なあなたにピッタリな名物バーガー。
タマネギ、ベーコン、チリ、マッシュルーム、
アボカド、チェダーチーズ、ゴーダチーズで
トッピング して、サイドディッシュもお付けします。

MARTINIBURGER 東京 162-0804 都新宿区中里町31 営業時間:火曜日～日曜日,11:00-23:00 (LO 22:00) 定休日: 月曜日

ソフトドリンク 300 コーヒー（ホットまたはアイス）   •    コーラ   •    ジンジャーエール   •    ドクターペッパー   •    アイスレモンティー   •    レモネード（ホットまたはアイス）   •    ミネラルウォーター   •    オレンジジュース   •    紅茶

ホウレンソウのクリーム煮

マカロニチーズグラタン

ローストポテト

ネギ入りマッシュポテト

季節の新鮮サラダ

サイドディッシュ
一品お選びください。
(単品で350)

HOMEMADE CAKES AND PIES 600

N.Y.チーズケーキ
N.Y.ブラウニー
今週のケーキまたはパイ

ケーキセット  750
お好きなお飲み物を
お選びください。

お持ち帰り頂けます！ (03) 6280 8920
事前にお電話でのご注文をお薦めします。
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