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TOKYOはいつだって
もっとクールにしてしまう

バーガーラバーの皆さん、お試しあれ



TASTE OF TOKYO
モダンで刺激的、クールな街トーキョーを
バックグラウンドに創り出す
オリジナルの世界観・カルチャーの中で味わう
バーガー体験が世界を変える?

一度食べたら忘れられない味
トーキョーカルチャーの刺激と発見がある場所
バーガーズトーキョーは、おいしいバーガー体験を通して
世界を豊かにするブランドです



OUR BURGER

MASHUP



シンプルに肉にかぶりつく
まるでステーキのような肉の旨みが

口いっぱいに広がる
スーパージューシーな超肉感パテ

SUPER JUCY

創業者こだわりの肉の食感や質感を
トーキョーを拠点に活動する肉の目利き集団

UEHARA MEATと共同開発
厳選した牛肉をセレクトし、つなぎなし100%使用

 
肉の食感を残した超粗挽きミンチの

こだわりオリジナルパテ
やわらかジューシーな食感と溢れ出す肉汁で

これまでのバーガーで味わったことがない
まるでステーキかのような肉感を追求しました

PATTY



シンプルに1口食べたあとは
バーガーズオリジナルのマッシュアップソースで味の融合を楽しもう！
自分好みに味変しながら
1つのバーガーで色々な味と変化が
最後の一口まで飽きることなく楽しめる
味のマッシュアップがバーガーズトーキョースタイル

MASHUP YOURSELF



月替わりで変化する
ふわふわでほんのり甘いオリジナルバンズ

シンプルなおいしさ、食感、ボリューム感にこだわり
バーガーズトーキョーのために作られた

ソフトでほんのり甘いバンズが
肉の旨みとソースの味を引き立たせ

全体の味をひとつにまとめます

MONTHLY
ORIGINAL BUNS



媚びることなく、独創的な世界観を生み出す媚びることなく、独創的な世界観を生み出す
クリエイティブハブ トーキョークリエイティブハブ トーキョー
そこで活躍するアーティストやブランドとのコラボレーションを通してそこで活躍するアーティストやブランドとのコラボレーションを通して
バーガーズトーキョーならではのカルチャーの発信基地へバーガーズトーキョーならではのカルチャーの発信基地へ CULTURE OF TOKYO



ART BY MHAK

@mhak_

ART
BURGERS TOKYO

Flagship



STORE BGM & MONTHLY DJ PARTY BY

Funktion TOKYO

@funktiontyo

RECORD SELECT BY

General Record Store

@generalrecordstore

MUSIC
BURGERS TOKYO

Flagship



GALLERY BY

NAOHIRO YAKO

@yako_flpr3

GALLERY
BURGERS TOKYO 2F



UNIFORM BY

SUPERTHANKS

@superthanks_official

UNIFORM
BURGERS TOKYO



BOTANICAL DESIGN BY

URBAN GREEN MAKERS

@urbangreenmakers_official

BOTAINCAL
BURGERS TOKYO

Flagship Botanical Design



無機質なコンクリートやネオン、有機的な木や植物とが融合した空間
その空間を作り上げるのは、廃材や中古をリユースした素材
それらを掛け合わせバーガーズトーキョーが考えるトーキョーを表現

OUR STORE



モダンで刺激的、クールな街トーキョーの
ポップストリートな世界観を背景に

コンクリートや鉄などのインダストリアルな素材
ネオンライトの直線的なデザインに囲まれた箱の中に

木や植物、良い具合に使い込まれた中古家具の温かみのある素材
エッジの聞いた産業廃棄物から作り出されるアップサイクル家具

親しみやすいフランクなスタッフ
これらを全て組み合わせることで

バーガーズトーキョーならではの居心地の良いオリジナルの世界観を構築

TOKYO CITY



廃材や中古をリユースした内装・家具
捨てるものをできるだけ少なくしたパッケージ
ひとつひとつが環境に配慮されたデザインを通して
サスティナブルな継続性ある行動の大切さを発信しています

ECO FRIENDLY

鉄やコンクリートに囲まれた
インダストリアルな空間と共存し融合する

バーガーズトーキョーのボタニカルデザイン
無機質な空間に温かみのある空間を創り出します

BOTANICAL



OUR MISSION



CHANGE THE WORLD
バーガー1食につき
1食分の給食費30円を
NPO団体を通して支援

BURGERS CAN

”ハンバーガー”
それは世界中で愛されているPOPフード
私たちは日常の暮らしや行動が自然な形で支援に結びつく
そんなライフデザインを考え
食べた数だけ支援できる「1食1支援」
というシンプルなミッションに取り組んでいます

世界的に最も飢餓が深刻なアフリカでは
4人に1人が栄養不良
十分な栄養を得られていない子どもは
アフリカだけで2,300万人
5歳になる前に命を落とす子どもの
半数近く(45%)は栄養不良が原因であり
その数は毎年310万人にのぼります

 誰もが当たり前に
おいしいご飯が食べられる世界を作りたい
ハンバーガーを通して 人と支援をつなげていく 
これがバーガーズトーキョーが掲げるミッションです 

さあ、みんなで
新しいバーガームーブメントに参加しよう！



2019年10月、東京・下北沢に第一号店をオープンする東京発のバーガーブランド、BURGERS
TOKYO。絶対的な自信をもって超肉感を打ち出す味、アメリカンではなくトーキョースタイルにこ
だわり抜いたブランディングと空間作り、飲食店というよりカルチャーの発信地としての存在意義、
そして日常生活に食支援を取り入れた持続支援型の仕組みで世界の飢餓をなくす取り組み。
誰もが慣れ親しんだバーガーを、全く新しい視点で挑むことに至った経緯や想い、そしてブランドが
描く未来について聞いた。

BURGERS TOKYO FOUNDER

「バーガーで世界を変えたい」

INTERVIEW

田舎町でアメリカのカルチャーに憧れて育った少年期
ー 電車も通っていない田舎町で育ったからこそ、人一倍正反対の環境に憧れたという。

「自分は宮城県石巻市の雄勝町という田舎町で育ちました。電車も通っていない、海・山・川に囲ま
れた自然豊かな港町です。もちろん自然しかないので、毎日朝から晩まで外で遊んでいて、都会的な
遊びに触れ合う機会は全くなかったです。だからこそ都会に憧れるというか、海外に憧れるという
か、人一倍田舎とは正反対の環境に憧れていた気がします。実家も裕福ではなかったんで、遠出する
としても仙台までくらいで。唯一、都会に触れ合えるのが雑誌とか映画とかだった。小さい頃から
かなり見てきたと思います。」

アメリカが好きだ、バーガーが好きだ
「15歳くらいの時、カリフォルニアを舞台にしたひとつの海外ドラマにすごくはまって、そこからか
なりのカリフォルニア好きになりました。それからというもの、いつもアメリカのトレンドやライフ
スタイルについて雑誌や映画を見たり、実際に行ったりして触れ合ってきました。自分が思うアメリ
カの魅力は、日本では感じられない環境や雰囲気があるところ。ビーチ沿いをスケボーして遊んでい
る人たちが、広場やベンチでゆるい空気感でバーガーを食べて喋ってたり、知らない人でも気軽に話
しかけてラフにコミュニケーションをする感じなど、人や店の空気感や、スタイルが好きなんです。
そしてそのスタイルに欠かせない要素であるバーガーももちろん大好き。」

あるきっかけから BURGERS TOKYO が生まれた
ー 人生の価値観を変えた、東日本大震災。生き残った人間として、自分にできることを自問自答し生
まれたアイディアが、「1食1支援」だった。

「カリフォルニアに思いを馳せる中、自分の人生を変える出来事が起きます。
それが東日本大震災。自分の故郷が津波で跡形もなく流されたのは今でも鮮明に覚えています。
震災で実家と故郷の町を失った時、思ったこと。それは、家があって、毎日ご飯が食べられて、家族
がいる。そんな当たり前の普通の生活が、どれほどまでに幸せなことかと身にしみて感じたんです。
と同時に、そんな「普通」の生活を送れない人々が世界にはたくさんいることにも気がつきました。
例えば、飢餓がひどいアフリカでは、4人に1人が栄養不良で、十分な栄養を得られていない子どもは
アフリカだけで2,300万人もいて、5歳になる前に命を落とす子どもの半数近く(45%)は栄養不良が
原因。その数は毎年310万人にのぼるのです。

それからというもの、生き残った人間として、自分に何かできることはないか ? という問いを自問自
答するように。ただ単純に寄付するというのは違和感があったので、日常の暮らしや行動が、自然な
形で支援に結びつくようなライフデザインができないだろうか、という視点で考えた末にたどり着い
たのが「1食1支援」というアイディアでした。
もちろんその食は、小さい頃から好きだったバーガーにしようと思ったのはごく自然な流れでした。
バーガーはポップな食べ物で、みんな知っているもので、みんなが好きなものだから。
大好きなバーガーを通して、多くの人にファンになってもらえるようなブランドを作りたい。そして
たくさん食べてもらうことを通して、持続可能な食の支援の輪を広げたいと思ったんです。」

TAKUMA NITTA



トーキョー発のバーガーブランドを世界へ、ファンと作る世界
「現在、アメリカからたくさんのバーガーショップが日本に上陸して、人気を集めています。やっぱ
り日本人って海外から初上陸というワードに弱いですよね、「カリフォルニアから日本初上陸!」と
かいうだけでなんだかかっこいい笑。でも、自分たちが住んでいるここ東京にもトーキョー発のかっ
こいいバーガー屋がある。住んでいると意外と気がつかないような、色々な角度から見たトーキョー
のかっこよさを、店のスタイルを通して感じてもらいたいと思っています。
1号店に選んだ場所は独自のカルチャーを発信するトーキョーのディープシティ、下北沢。
小さい街だけど、ものすごい活気があって、人や街の雰囲気が暖かくて、地元に根付いた個性溢れる
お店がたくさんあって、魅力的な街です。
そして何より、日常生活の食という行動に支援を取り入れ、人と支援をつなげること。世界の飢餓を
なくす未来を、ファンとともに作り出していくこと。
これがBURGERS TOKYOが掲げるミッションです。
おいしい、かっこいいだけじゃない、食べた数だけ笑顔がもうひとつ増える。そんなサステナブルな
バーガーブランドをトーキョーから世界へ展開し、新しいバーガーカルチャーのスタンダードを牽引
していくブランドを目指します。」

なぜ、トーキョーなのか。
ー バーガーを食べ歩いた結果、すべてアメリカンスタイルなことに疑問を抱いた。
その疑問に対して出した答えが、トーキョースタイルのバーガーだったという。

「アメリカを代表する国民食であるバーガーは、その手軽さと美味しさで世界に広がり、今や世界中
で愛される食の一つとなりました。日本でも、本場を超えるかと思えるようなおいしいバーガーがた
くさん出てきていて、単なる輸入や一時期のブームではなく、日本独自のバーガー文化が定着しつつ
ある気がしています。そんな中、日本とアメリカでバーガーを食べ歩いているうちに気がついたので
すが、日本のバーガー屋さんってどこのお店に行っても外観や内装が全部アメリカンテイストだった
のです。アメリカをとことん追求しているかっこいいお店はたくさんあるけど、アメリカンスタイル
ではない店舗やブランディングしているお店がなかったんです。

そこで沸いた疑問が、バーガーはアメリカのものなのか?ということ。せっかく日本発のおいしいバ
ーガーがたくさんあるのだから、アメリカンスタイルじゃないかっこいいバーガー屋があったら面白
いじゃないか?という発想が頭をよぎりました。“アメリカンじゃないスタイルが新しい。クールな街
トーキョーから、トーキョースタイルのかっこいいバーガー屋を作りたい”
そう思ったのがきっかけでした。

自分はアメリカが大好きです。好きだからこそ、アメリカを驚かせるような、トーキョー発のかっこ
いい、味でもスタイルでもワンランク上をいくようなバーガー屋に挑戦したいと思いました。」

バーガー屋以上に、カルチャーの発信地としての存在意義
「うちのバーガーはジューシーな肉感をとことん追求しこだわっています。自分が肉好きなこともあ
って、肉のうまさが一層楽しめるバーガーにしたいということを味の軸にしました。加えて、毎日通
えるコスパでいつでも気軽に食べにきてもらいたいと思っています。
でも、店で体験してもらいたいことはそれだけではありません。バーガーの味はもちろん、外観や内
装までディテールにこだわり抜いたこの店には、ただの美味しくてかっこいいバーガー屋ではなく、
カルチャーの発信地として、そして地元に根付いたコミュニティーの場として、皆に愛される店にし
たいと思っています。
内装や家具、ユニフォームやデザイン、アーティストの作品などを通して、本質的に“いいも
の”、“こだわり”や“文化”に触れ、楽しんでもらえたらと思っています。」 新田拓真 (Nitta Takuma)

1989年12月8日、宮城県石巻市生まれ。
東日本大震災により、実家と故郷の町を失
うも、地元のために何か自分にできること
はないかと考え上京。
2014年、ボタニカルに可能性を感じ、
” ひとりでも多くの生活、ひとつでも多く
の生活環境を豊かに” をコンセプトにした
ライフスタイルブランド、
”URBAN GREEN MAKERS”を立ち上げる。
ひとつの商品を購入するごとにひとつの支
援ができる仕組みを構築し、人と植物をつ
なぐ循環ムーブメントをスタート。
世界5カ国、約2700店舗での展開を通し
て、これまでに約2万本の植樹に貢献。
2018年10月ドネーションをデザインする
クリエイティブカンパニー、株式会社
USTUS (アスタス) を立ち上げ、サスティ
ナブルを軸にしたライフスタイル事業を展
開。バーガーズトーキョーは自社ブランド
として2019年10月、下北沢に一号店をオ
ープン。









MON-SUN 11:00-23:00

2-34-7 KITAZAWA, SETAGAYA, TOKYO

TEL 03-6407-1720

URL www.burgerstokyo.com

Instagram @burgerstokyo

Facebook @burgerstokyo

BURGERS TOKYO


