DELIVERY AREA

Delivery Hours 10:30 ~ 19:00 (L.O 18:00)

デリバリーエリア

受付は9:30から可能です。

DELIVERY MENU

・配達料 ３00yen
坂井市三国町

宿 、新宿 、米ヶ脇 、陣ヶ岡 、青葉台 、安島
（東尋坊エリア）、運動公園 、
つつじが丘 、緑ヶ丘 、滝谷 、北本町 、南本町 、中央 、三国東 、神明 、
覚善 、山王 、錦

・配達料 ５00yen
坂井市三国町

安島 、崎 、梶 、
嵩 、三国 、西谷 、汐見 、殿島 、竹松

・配達料 ８00yen ☆前日18時までにご予約下さい。
坂井市三国町

・配達料

1,０00yen ☆3日前までにご予約下さい。

坂井市三国町

あわら市

浜地 、油屋 、加戸 、池上 、川崎 、黒目 、下野 、西今市
平山 、藤沢 、水居 、山岸 、楽円 、
新保
（ テクノポート福井口-山岸第2交差点までの範囲）

池見 、石丸 、沖野々 、米納津 、横越 、西野中 、野中 、
新保
（ テクノポート福井口-山岸第2交差点から先の範囲）
布目 、舟津 、温泉 、西温泉 、田中々 、

・その他のエリアのお客様はお電話にてお問い合わせ下さい。
デリバリーのお支払いは現金でお願い致します。
至 芦原

ローソン

・上記、区域外の配達はスタッフにお問い合わせ下さい。
・天候、交通状況等により配達が遅れる場合があります。
・キャンセル料は前日50% 、当日100%頂きます。
・土日祝日のランチタイムは大変混み合います。

坂井西
警察署

至 雄島小学校
ファミマ

至 東尋坊

三国運動公園

成田山

みくに龍翔館

デリバリーをお断りする場合がございます。

三国駅

・法人のお客様に限り、請求書払いも可能です。

望洋楼

・時間外の配達は別途時間外手当を頂戴致します。
・レジ袋、紙手提げ袋につきましては一律1枚10円

至 福井

BEACH
HILL
FOOD
WORKS

民宿吉岡

三国サンセットビーチ

頂戴致します。不要の方はご予約の際にお申し付けください。

PHONE 0776-89-1223
MAIL / info@beachhill-fw.com

HERE

三国港駅

森田銀行
至 福井

ゆあぽーと

三国漁港
九頭竜川

〒913-0056
福井県坂井市三国町宿 2-13-34
OPEN / 10:00 ~ 19:30 (L.O 19:00)
CLOSE / Thursday

当日のデリバリーはお時間を頂きますので、
事前予約をオススメします。

PHONE 0776-89-1223

http://www.beachhill-fw.com

2022/9

- HAMBURGER & French fries -

マヨネーズ / タルタルソース / バター等が入っております。
ご希望がございましたらお気軽にスタッフまで。

・Cheese Burger

- Sandwich & French fries -

1450 yen

チーズ バーガー

（Taxin 1,566yen）

アボカドチーズ バーガー

（Taxin 1,674yen）

ベーコンチーズ バーガー

（Taxin 1,890yen）

照り焼き バーガー

（Taxin 1,566yen）

バーベキューチーズ バーガー

（Taxin 1,728yen）

・Avocado Cheese Burger

- ハンバーガー ＆ 自家製フレンチフライ付き -

1550 yen

・Bacon Cheese Burger
・Teriyaki Burger

・BBQ Cheese Burger
・Mozzarella Basil Burger

1750 yen

・Corned Beef

1450 yen

・Shrimp & Avocado

1600 yen

・ Sausage & Jalapeno

1650 yen

・Patty melt

1550 yen

・Club House

（Taxin 1,782yen）

モッツァレラバジル バーガー

・Chipotle Cheese Burger

（Taxin 1,674yen）

チポトレチーズ バーガー

・Bacon Egg Burger

シュリンプ & アボカド

パティーメルト

H

1700 yen

メキシカン バーガー

（Taxin 1,836yen）

B

2050 yen

& Egg

S

ドライトマト ＆ ハム ＆
モッツァレラチーズ

1650 yen

・Fish Burger

・ Standard Burger

1350 yen

・B.L.E.T

1650 yen

・Cubano

・ Hawaiian Curry Burger
ハワイアンカリー バーガー

・Kidʼ s Burger

900 yen

キッズバーガー

- TOPPING -

（Taxin 972yen）

（Taxin 108yen）

・Cheese

（Taxin 162yen）

・Avocado

（Taxin 162yen）

チーズ

アボカド

・Jalapeno
ハラペーニョ

・Chipotle
チポトレ

・Hot sauce
ホットソース

（Taxin 1,512yen）

（Taxin 1,296yen）

ベーコン・レタス・エッグ・トマト
クバーノ（キューバ サンドイッチ）

・Hangover

アボカド ＆ ボイルドエッグ ＆ チーズ

1150 yen
1300 yen

（Taxin 1,404yen）

1350 yen

（Taxin 1,458yen）

・Genovese

150 yen

・Chili Beans

（Taxin 324yen）

200 yen

・Patty

（Taxin 648yen）

150 yen

・HomemadeBacon

・Corned Beef

（Taxin 486yen）

150 yen

・Teriyaki sauce
照り焼きソース

（Taxin 162yen）

150 yen

・Tartar sauce
タルタルソース

（Taxin 216yen）

150 yen

・Peanut Butter

150 yen

・Sour Cream

200 yen

・BBQ sauce

（Taxin 162yen）
（Taxin 162yen）
（Taxin 216yen）

コーンビーフ

ピーナツバター

サワークリーム

（Taxin 162yen）

ジェノベーゼ

チリビーンズ

パティ

自家製ベーコン

200 yen

（Taxin 216yen） ・Bacon

200 yen

ベーコン

150 yen

300 yen

（Taxin 324yen）

200 yen

（Taxin 216yen）
（Taxin 162yen）

モッツァレラチーズ

（Taxin 270yen）

・Shrimp( 5P )

（Taxin 270yen）

150 yen

（Taxin 162yen）

250 yen

・Curry

（Taxin 378yen）

・Herb Mix

（Taxin 54yen）

250 yen

・Pineapple

（Taxin 162yen）

エビ（５尾 ）

・French fries

カレー

パイナップル

350 yen
150 yen

1050 yen

（Taxin 1,134yen）
チリチーズフライ
☆自家製フレンチフライにチリビーンズ、チーズ、ハラペーニョ

・Fried Chicken ( 2pieces )

750 yen

（Taxin 810yen）
フライドチキン （ 2 本 )
☆ピリッとスパイシーなバターミルクチキンがビールに最高。

・Homemade Bacon

700 yen

・Homemade Onion Rings

（Taxin 756yen）

自家製 フレンチフライ
☆オリジナルの絶品フレンチフライ

・Chili Cheese Fries

650yen

（Taxin 702yen）

自家製 ピクルス
☆季節のピクルスをお楽しみ下さい

800 yen

（Taxin 864yen）

自家製ベーコン
☆スモーキーな自家製ベーコン。おつまみに♪

1050 yen

（Taxin 1,080yen）
自家製オニオンリング
☆アメリカンクラフトビールを使用してサクサク♪

- SOUP -

・Boston Clam Chowder

670 yen

（Taxin 723yen）

ボストンクラムチャウダー
☆アサリ入りクリームスープ

・Green Salad

・Original Gumbo Soup

B

オリジナルガンボスープ
☆スパイスたっぷりアメリカ南部の味

750 yen

S

（Taxin 810yen）
グリーンサラダ
☆シンプルなサラダ。トッピングでカスタムして下さい。

・Caprese

1050 yen

（Taxin 1,1134yen）

カプレーゼ

820 yen

（Taxin 885yen）

H

- SALAD -

☆トマトとモッツァレラチーズとアボカドのサラダ

C

- Party Plate -

・サンドイッチ盛合せ

☆サンドイッチ 5 種類とフレンチフライ付

※3 日前までの要予約商品です。
※メニュー内容は若干の変更がある場合がございます。

5500 yen

（Taxin 5,940yen）

6300 yen

（Taxin 6,804en）

☆ミニサイズのハンバーガー 6 個と

フライトチキン、オニオンリング、フレンチフライ付

・オードブル＆サンドイッチ盛合せ
☆サンドイッチとオードブルの盛合せ。

5500 yen

（Taxin 5,940yen）

・下記より２種類お選び下さい。
B.L.E.T / コーンビーフ / エルビス / シュリンプ＆アボカド
ドライトマト＆ハム＆モッツァレラ / クラブハウス
※パーティープレートはおしぼり、紙ナプキン、フォーク 5set 付

- Drink -

ドリンクはペットボトルでお届け致します。

600 yen

ハニーマスタード

50 yen

・Homemade Pickles

300 yen

・Honey Mustard 150 yen ・Mozzarella Cheese
ハーブミックス

1300 yen

（Taxin 1,404yen）
フライドチキン アンド チップス
☆自家製バターミルクチキンと Hot ソースが Good!

（Taxin 162yen）

（Taxin 216yen） ・Dill Pickles
ディルピクルス

BBQ ソース

・Chicken & Chips

・Mini バーガー盛合せ

450 yen

100 yen

950 yen

（Taxin 1,026yen）

フィッシュ アンド チップス
☆自家製タルタルソースと一緒にどうぞ

（Taxin 1,242yen）

※自由にトッピングして是非あなただけのカスタムをお楽しみください♪

・Egg

目玉焼き

（Taxin 1,836yen）

1400 yen

1200 yen

フィッシュ バーガー

C

（Taxin 1,458yen）

スタンダード バーガー

・Fish & Chips

1400 yen

・Mushroom Cheese Burger

ブラウンマッシュルームチーズ バーガー （Taxin 1,782yen）

1450 yen

（Taxin 1,566yen）

・ Dried Tomato & Ham

（Taxin 2,214yen）

ダブルダブル

（Taxin 1,512yen）

ピーナツバター ＆
（Taxin 1,512yen）
バナナ ＆ 自家製ベーコン

1700 yen

・Double Double

1450 yen
1400 yen

ポーク & エッグ

（Taxin 1,836yen） ・ Elvis

1350 yen

（Taxin 1,458yen）

（Taxin 1,566yen）

クラブハウス

ホットタルタル バーガー

・Mexican Burger

1300 yen

（Taxin 1,404yen）

ソーセージ ＆ チーズ ＆
スクランブルエッグ ＆ ハラペーニョ

（Taxin 1,890yen） ・Pork

・Hot Tartar Burger

1400 yen

（Taxin 1,512yen）

コーンビーフ

1750 yen

ベーコンエッグ バーガー

- SIDE DISH -

ハンバーガー、サンドイッチにはレタス / トマト / オニオン /

- ハンバーガー ＆ 自家製フレンチフライ付き -

・Coca Cola

350 yen

コカ コーラ

（Taxin 378yen）

・Ginger Ale

( Sweet )
ジンジャーエール（甘口）

・Coffee pot service
コーヒーポットサービス

・Black Oolong Tea
黒烏龍茶

( Ice )

400 yen

（Taxin 432yen）

350 yen

（Taxin 378yen）
( Hot or Iced )

１ポット 2000ml ( 約 10 名様分 )

こだわりのコーヒーをミーティングや、来客時にぜひ。
淹れたてのブレンドコーヒーをポットでご用意いたします。

3000 yen

（Taxin 3,240yen）

〈セット内容〉
ペーパーカップ 、ミルク 、シュガー

※ポットの返却は店舗までお願い致します。
☆本日のデザート、焼き菓子はお電話にてお問い合わせ下さい☆

