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報道関係各位

2016 年 8 月 22 日
MEDEIROS HOLDINGS 株式会社

今年の
日本初上陸の話題店！『
今年の秋冬、
秋冬、日本初上陸の
話題店！『UMAMI
！『UMAMI BURGER®』
2016 年 7 月 25 日 CHICAGO（
CHICAGO（USA)に
USA)に 25 店舗目を
店舗目を OPEN！
OPEN！

UMAMI BURGER®』（ウマミバーガー
ウマミバーガー
ウマミバーガー）は、2016
年 月25 日（※
年7
※現地時間）、アメリカイリノイ
アメリカイリノイ州
州シカゴ・ウエストループ
シカゴ・ウエストループ
『UMAMI
に新店舗
新店舗をオープンしたことをお
をオープンしたことをお知らせいたします
らせいたします これによりアメリカでの出店数
らせいたします。これによりアメリカでの
出店数は 25 店舗
店舗になります。
ウエストループ店は、お洒落なレストランやカフェが
ウエストループ
なレストランやカフェが
なレストランやカフェが立ち並ぶ
ぶ、シカゴで最
最も美味しいエリアと
しいエリアと称される
される地域に
オープンしました シカゴ内では、2014
オープンしました。シカゴ
2014 年 9 月にオープンしたウィッカーパーク
にオープンしたウィッカーパーク
にオープンしたウィッカーパーク店に続き
き、2 店舗目となります
となります。
約 255 ㎡（約
㎡（ 77 坪）の
の店内には、約
約 100 席を用意
用意。店外には
にはテラス席があり
あり、開放的な空間
空間でお食事をお
をお楽しみ
いただけます
いただけます。また、ウエストループ
ウエストループ店
店限定の「The
The Monte Cristo Burger（ザ・モンテクリスト
Burger ザ・モンテクリスト
ザ・モンテクリストバーガー）」が
が初登場。
カナダの朝食
朝食として知られるモンティクリストサンドイッチをアレンジした
られるモンティクリストサンドイッチをアレンジしたこのバーガーは
られるモンティクリストサンドイッチをアレンジしたこのバーガーは、バニラカスタードに
バニラカスタードに付けじっ
バニラカスタードに
くり揚げたカリカリの
げたカリカリのバンズに
バンズに、お馴染
馴染みのパテと揚
揚げたプロシュート
げたプロシュート、とろとろのグリュイエル
とろとろのグリュイエル
とろとろのグリュイエルチーズをサンドした
チーズをサンドした、
甘しょっぱい
しょっぱい旨みが癖になる
になる一品です
です。また、その
その他にも今ニューヨークで
ニューヨークで流行中
流行中のビーガンフード
のビーガンフード、ファラフェル
ファラフェルを
使用した
した中東料理風のオリジナルバーガー
のオリジナルバーガー Falafel Burger（ファラフェル
のオリジナルバーガー「Falafel
Burger ファラフェル バーガー）」など
バーガー など、様々なオリジナル
なオリジナル
バーガーも
バーガーも展開しています
しています。
日本では
では MEDEIROS HOLDINGS 株式会社（本社
本社：東京都渋谷区
東京都渋谷区、代表取締役
代表取締役：スティーブン・メディロス
スティーブン・メディロス）が、
スティーブン・メディロス
『UMAMI
UMAMI BURGER®』の日本
日本における店舗展開
店舗展開の独占契約
独占契約を Umami International LLC（本社：アメリカカリフォルニア
LLC
アメリカカリフォルニア州
アメリカカリフォルニア
ロサンゼルス
ロサンゼルス、CEO：アンドリュー・ウィノグラード
アンドリュー・ウィノグラード 締結しました。
アンドリュー・ウィノグラード）と締結
。日本での事業展開
事業展開を目的
目的とした株式会社
株式会社 UMAMI
BURGER JAPAN（本社
JAPAN 本社：東京都渋谷区
東京都渋谷区、代表取締役社長
代表取締役社長：スティーブン・メディロス
スティーブン・メディロス 設立し、2016
スティーブン・メディロス）を設立
2016 年秋冬に
日本進出第 1 号店を関東圏
関東圏にオープンします
にオープンします。その
その後、2020 年までに全国に
年
に 10 店舗の展開
展開を計画しています
しています。
今後の展開
展開にも是非ご
ご期待ください。
。

◆店舗概要
店舗概要
店 舗 名 ： Umami Burger West Loop
日
オ ー プ ン 日 ： 2016 年 7 月 25 日（月）
住
所
： 945 W Randolph St Chicago, IL 60607
営 業 時 間 ： Sun – Thurs 11:00 – 23:00
Fri – Sat 11:00 – 25:00

【本件
本件に関するメディアの
するメディアの皆様からの
からの問い合わせ
わせ先】
「UMAMI
UMAMI BURGER JAPAN」PR
JAPAN
事務局
E-mail
mail：umamiburger@scramble.jp
umamiburger@scramble.jp 担当：鶴薗・・下田

ウエストループ店注目
ウエストループ店注目メニューをピックアップ
店注目メニューをピックアップ！
メニューをピックアップ！

Monte Cristo Burger（ザ・モンテクリストバーガー）」 ★ウエストループ店 限定バーガー
カナダの朝食として知られるモンティクリストサンドイッチをアレンジした
ハンバーガー。バニラカスタードに付けじっくり揚げたカリカリのバンズに
お馴染みのパテと揚げたプロシュート、とろとろのグリュイエルチーズが絡み合い、
甘しょっぱさが癖になる一品です。別皿で提供されるメープルシロップで
味の変化も楽しめ、フレンチトーストとクロックムッシュが見事に融合した
バーガーです。

Falafel Burger（ファラフェルバーガー）
ニューヨークで流行中のビーガンフード、ファラフェルで作った新バーガー。
ファラフェルとは中近東発祥のひよこ豆で作ったコロッケのことで、肉を使用
しないため、ヘルシーなメニューとして注目されています。ザジキ（またはタジキ）
と呼ばれるギリシャ風ヨーグルトソース、アボカドペースト、そしてファラフェルの
パテを挟んだハンバーガーはさっぱりとした味わいが特徴です。

Manly Chick Burger（マンリーチックバーガー）
カリカリとした食感が楽しめるマンリーチックバーガーは、ジューシーに焼き
あげたクリスピーチキンに、マリネ液に一晩寝かせたオニオンを揚げた
フライドオニオン、ベーコンなど様々な食材が香ばしさを引き立てる一品。
サクサクの食感と濃厚なチェダーチーズがアメリカでも人気です。

Crispy Diablo Burger（クリスピーディアボロバーガー）
イタリアンの伝統的な鶏肉料理、ディアボロとハンバーガーを掛け合わせた
商品。クリスピーチキンにスパイシーなディアボロソースとボリューム満点の
スパイシーなコールスローを挟みました。辛さが特徴の一品です。

上記は現在アメリカで提供しているメニューです。日本では一部変更する可能性があります。
■UMAMI BURGER の受賞歴
米国版 GQ の「2010 年のベストバーガーオブイヤー」に選出された他、タイム誌の「史上、最も影響力のある 17 の
バーガー」にも選出されるなど数々の受賞歴があります。
■関連素材について
関連素材について
DROP BOX：https://www.dropbox.com/sh/1dbsre72hg8i0t8/AAATD73o3uikYqG6zMd77vaMa?dl=0
BOX

【本件に関するメディアの皆様からの問い合わせ先】
「UMAMI BURGER JAPAN」PR 事務局
E-mail：umamiburger@scramble.jp 担当：鶴薗・下田

