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初 めての お 客 様 へ
FOR THE FIRST TIMERS, THE MOST RECOMMENDED MENU BY DOUG HIMSELF.

ダグ本人からの
お 勧 め メ ニ ュ ー！
初めての方は、騙されたと思ってこの

「ダグズ・ノーベジチーズバーガー
・LAVA アップグレード」と
オニオンリングスのコンビネーションを
お試しください。

When in doubt do as Doug does. The path to the ultimate burger experience is,
"Doug's No Veggies Cheese Burger with LAVA Upgrade and with Doug's Original Onion Rings."
You will not regret it, trust me.

チーズ好きのお客様にオススメ

LAVA Upgrade
各種チーズバーガーに＋260 円で
LAVA（溶岩）チーズにアップグレード‼
※Do.W.A.T. チーズバーガーの場合は＋520 円

まずは店長イチオシの 旬の 野菜サラダをどうぞ！
YOUR MOTHER WAS RIGHT, EAT YOUR VEGETABLES FIRST.
・Chef’s Seasonal Salad

旬の野菜サラダ
・Size: Small – for 1 person

S サイズ

１名様用

50 kcal

¥380

・Size: Medium – approximately for 2 or 3 persons

M サイズ

2〜3名様用

100 kcal

Choose your dressing from below:
・Original Onion Dressing・Olive Oil Dressing
・Miyako Mango Dressing

¥580

ドレッシングをお 選 びください 。
・オリジナルオニオンドレッシング ・オリーブオイルドレッシング
・宮古島産マンゴードレッシング

オススメセット

ダグズ・バーガー通のお客さまへ

VALUE SET

MORE OPTIONS

You can add 790 yen to the price of your burger and make it
the value set! You will get a drink of your choice (including
from the alcoholic beverage list) and a side dish.

すべてのハンバーガーにプラス790円で
お好きなドリンク（アルコールを含む）と
サイドメニューがつけられるお得なセットです。
すべての
ハン バ ー ガ ー

✚

¥790
You can also change your sauce for additional 180 yen!

２度・３度目ご来店のお客さまのために
新しく開発した3種類のソース。
ダグズ・バーガーの新しい可能性を
お楽しみください。
ノーベジバーガーシリーズでお楽しみいただけます！
・BBQ Sauce

バーベキューソース

・Doug’s Original Sauce

57 kcal

n
Doug's Recommendatio

ダグズ・オリジナルソース

245 kcal

¥180

51 kcal

¥180

・Jalapeno Sauce

ハラペーニョソース

¥180

※すべて外税表示

BEEF BURGERS
GIVE ME A BEEF BURGER!

多良間牛ハンバーガーを食べたい！
For the first-time visitors, we recommend to go with the basic burger with rich taste of Tarama-Beef.
はじめての方はこちらから。多良間牛の旨みと天然酵母バンズが自慢のハンバーガーです。
・Doug's Burger

ダグズ・バーガー

720 kcal

¥930

775 kcal

¥1,030

877 kcal

¥1,290

・Doug's Cheese Burger

ダグズ・チーズバーガー

・Doug's Cheese Burger “LAVA”

ダグズ・チーズバーガー《LAVA》

Doug’s Burger

《LAVA》 LAVA（溶岩）のように溢れるチーズ！チーズ好きにはたまらないハンバーガーです！

Make the cheese overflow! Make it LAVA! The ultimate burger for cheese lovers!

・Doug’s Guacamole Burger

ダグズ・ワカモレ（アボカド）バーガー

・Doug’s Guacamole Cheese Burger

ダグズ・ワカモレ（アボカド）チーズバーガー

・Doug’s Guacamole Cheese Burger “LAVA”

ダグズ・ワカモレ（アボカド）チーズバーガー《LAVA》

728 kcal

¥1,380

785 kcal

¥1,480

887 kcal

¥1,740

1120 kcal

¥1,480

1231 kcal

¥1,680

1435 kcal

¥2,200

Doug’s Guacamole Burger

・Doug's Do.W.A.T. Burger

ダグズ・Do.W.A.T. バーガー

・Doug's Do.W.A.T. Cheese Burger

ダグズ・Do.W.A.T. チーズバーガー

・Doug's Do.W.A.T. Cheese Burger “LAVA”

ダグズ・Do.W.A.T. チーズバーガー《 LAVA》

Doug's Do.W.A.T. Burger

ダグズ・バーガー豆知識
「バカンスの時くらいは明日の体重を気にしないで思いっきり旨いハンバーガーを食べたいよね！」
Do.W.A.T. は Don t Worry About Tomorrow. の略。
というメンバー間の会話の中から生まれたダグズ・バーガーの究極の一品！
「ドワット・バーガー」
と発音します！

・Doug’s No Veggies Burger

ダグズ・ノーベジバーガー

・Doug’s No Veggies Cheese Burger

ダグズ・ノーベジチーズバーガー

・Doug’s No Veggies Cheese Burger “LAVA”

ダグズ・ノーベジチーズバーガー《 LAVA》

Doug’s No Veggies Burger

n
Doug's Recommendatio

725 kcal

¥780

780 kcal

¥880

882 kcal

¥1,140

TUNA BURGERS
GIVE ME A TUNA BURGER!

宮古島産ツナステーキバーガー！
Doug s signature burger! Enjoy the Miyako-jima yellow-fin tuna cooked to rare.

当店創業の原点となった宮古島近海で獲れたキハダマグロを使ったツナステーキバーガー。レアでご用意いたします。
・Doug's Tuna Steak Burger

n
Doug's Recommendatio

ダグズ・ツナステーキバーガー

411 kcal

¥1,280

523 kcal

¥1,280

545 kcal

¥1,280

600 kcal

¥1,380

・Doug's California R aisin & Cranberry
Honey Sauce Tuna Steak Burger

ダグズ・カリフォルニアレーズン &
クランベリーハニーソース・ツナステーキバーガー
Doug's Tuna Steak Burger

・Doug's Tuna Cutlet Burger

ダグズ・ツナカツバーガー

・Doug's Tuna Cutlet Cheese Burger

ダグズ・ツナカツチーズバーガー

Doug's Tuna Cutlet Burger

VEGETARIAN BURGERS
For our Vegetarian Customers

ベジタリアンのお客さまのために

Items listed on Dougʼs menu are not KOSHER or HALAL certified.
However, all items are prepared under 100% pork-free environment.
・Doug’s Vegetarian Burger

ダグズ・ベジタリアンバーガー

467 kcal

¥980

522 kcal

¥1,080

624 kcal

¥1,340

・Doug’s Vegetarian Cheese Burger

ダグズ・ベジタリアンチーズバーガー

・Doug’s Vegetarian Cheese Burger “LAVA”

ダグズ・ベジタリアンチーズバーガー《 LAVA》

Doug’s Vegetarian Burger

Patty by Saniku Foods. Ingredients: Onions, non-GMO soybeans, cabbages, flour, vegetable oil, mixed seasonings,
sugar, starch, egg white, mirin, soy sauce, spices, cocoa powder.
パテ製造元：三育フーズ 原材料：たまねぎ、
（遺伝子組み替えでない）大豆、キャベツ、パン粉、植物油、粉末状混合調味料、
砂糖、油脂加工澱粉、乾燥卵白、醤油、香辛料、ココアパウダー

※すべて外税表示

SIDE OPTIONS ¥ 490
n
Doug's Recommendatio
・Doug’s Onion Rings

・Doug’s Tuna Salad

ダグズ・オニオンリングス

ダグズ・ツナサラダ

Doug s signature side dish.
You ve got to try them!

Made from scratch by using albacore
from Miyako-jima!

ダグズ・バーガーの最高傑作
サイドメニュー！

宮古島近海で獲れたビンチョウマグロを
使用してすべて手づくり！

354 kcal

236 kcal

Doug’s Onion Rings

Doug’s Tuna Salad

・Doug’s Herb Fries

SET MENU

ダグズ・ハーブポテト

¥790

Slightly seasoned with fresh herbs
and fried garlic.
Not your everyday fries.
ローズマリー・フライドガーリックの
効いたクセになるポテト

288 kcal
Doug's Herb Fries

すべてのハンバーガーにプラス790円で
お好きなドリンク（アルコールを含む）と
サイドメニューがつけられるお得なセットです。

SALAD
・Chef’s Seasonal Salad

旬の野菜サラダ

n
Doug's Recommendatio

・Size: Small – for 1 person

S サイズ

１名様用

50 kcal

¥380

・Size: Medium – approximately for 2 or 3 persons

M サイズ

2〜3名様用

100 kcal

¥580

Choose your dressing from below:
・Original Onion Dressing・Olive Oil Dressing・Miyako Mango Dressing
Chef’s Seasonal Salad

ドレッシングをお選びください。
・オリジナルオニオンドレッシング ・オリーブオイルドレッシング ・宮古島産マンゴードレッシング

SAUCE ¥ 180
・BBQ Sauce

バーベキューソース

・Doug’s Original Sauce

ダグズ・オリジナルソース

・Jalapeno Sauce

ハラペーニョソース

Jalapeno Sauce

57 kcal

245 kcal

51 kcal

SOFT DRINKS ¥ 490
・COCA-COLA

コカコーラ

・Flat lemon Juice

シークワーサージュース

・COCA-COLA ZERO

・Mango Juice

・Ginger Ale

・Jasmine Tea

・IZZE（微炭酸フルーツドリンク）

・Calpico

コカコーラゼロ

ジンジャーエール
イズィ

＊今日のフレーバーは黒板をご覧ください。

・Root Beer

ルートビア

マンゴージュース
アイスさんぴん茶
カルピス

・Hot Tea

紅茶

・Perrier

ペリエ

COFFEE MENU ¥ 490
・Doug's Coffee

ダグズ・コーヒー

・Doug's Iced Coffee

ダグズ・アイスコーヒー

・Doug's Iced Café au Lait

ダグズ・アイスカフェオレ

三軒隣にダグズ・コーヒーがございます。そちらもご利用ください。

n
Doug's Recommendatio

ALCOHOLIC BEVER AGES ¥ 490
・Whisky and Soda

ハイボール

・Orion

オリオンビール
・Budweiser

バドワイザー

・Heartland

ハートランド

・Corona

コロナ
・All-Free (Alcohol-free beer)

DOUG'S RECOMMENDED
CALIFORNIA WINES
AVAILABLE IN HALF BOTTLES.
ダグお勧めのカリフォルニアワインを
ハーフボトルで。
黒板をご覧ください。

オールフリー (ノンアルコール)

本メニューのカロリー表記は管理栄養士監修の元、
「 日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）」
（ 文部科学省）を使用し計算しています。
実際に使用している材料の分量や牛肉の個体差などにより、誤差が生じる場合がございますので、お食事の際の目安としてご利用ください。

※すべて外税表示

Miyako-jima
®

多 良 間 牛ってなに？
キ ロ︑

キ ロ︑標 高 は 最 高 で も 海 抜

多 良 間 島 は︑宮 古 島 か ら 西 へ
島一周

67

メートルというほぼ完全に平坦な

15

で南国の潮風を感じながら大切に育

用 さ れ て い る 牛 肉 は︑こ の 多 良 間 島

名 産 地 で す︒ダ グ ズ・バ ー ガ ー で 使

牛 は 5 0 0 0 頭 と い う︑黒 毛 和 牛 の

1 2 0 0 人︑し か し 飼 育 さ れ て い る

小 さ な 島︒そ ん な 多 良 間 島 の 人 口 は

30
てられた牛の肉です︒

多良間牛は( 株 )ダグズ・バーガーの登録商標です。

Ohgami-jima
Irabu-jima
Shimoji-shima
Tarama-jima

Ikema-jima
Minna-jima

多良間牛は( 株 )ダグズ・バーガーの登録商標です。

Kurima-jima

