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・ぎゅう丸�クラシック・

Welcome�to�Gyumaru�ClassicWelcome�to�Gyumaru�Classic
〜ようこそ、ぎゅう丸クラシックへ〜

本⽇はご来店頂きありがとうございます

私たちは1978年に佐賀県嬉野町で⼩さな喫茶店として始まり

これまでにたくさんのお客様に⽀えられてきました
�

私たちが⽬指すお店づくりの想い
・私たちはオーソドックスな料理にこだわります

・私たちは⼼を込めたおもてなしにこだわります

・私たちは快適な⾷空間づくりにこだわります 
�

ぎゅう丸クラシックはどこか嬉野本店の雰囲気を

感じられるようにデザインしました。

また新たなぎゅう丸を感じて頂けると幸いです
�

まだまだ、⾄らない点もあるかもしれませんが

今⽇のお⾷事が楽しいひと時になれるようお⼿伝い致します。

それでは束の間のひとときをお楽しみください！



ブレンドコーヒー

カフェラテ

カフェモカ

アイスコーヒー

アイスカフェラテ

アイスカフェモカ

�

・ぎゅう丸�クラシック・

��DrinkDrink����MenuMenu �∼ドリンク∼

�⾷事の始まりはみんなでカンパーイ♪

-Coffee--Coffee- -tea--tea-

Blended�coffee

Cafe�latte

Cafe�mocha

Ice�coffee

Ice�cafe�latte

Ice�cafe�mocha

うれしの緑茶

うれしの紅茶

うれしの茶

Ureshino�Green�tea

Ureshino�tea

 フレーバーティー
Ureshino�Flavor�tea

アイスティー

ウーロン茶
Ice�tea

Oolong�tea

350円

350円

350円

-Softdrink--Softdrink- -Soda--Soda-

アップル
Apple

オレンジ
Orange

マンゴー
Mango

カルピス
Calpis

コカ・コーラ
Coca�cola

ジンジャーエール
Ginger�ale

メロンソーダ
Melon�soda

レモンスカッシュ
Lemon�squash

カルピスソーダ
Calpis�soda

クリームソーダ
Cream�soda
【コーラ・メロン・レモン・その他】

各種�350円

300円

300円

300円

300円

300円

300円

350円

350円

350円

350円

350円

350円

550円

ピンクグレフルソーダ
Pink�grapefruit�soda

ココア
Cocoa

アイスココア
Ice�cocoa

300円

300円



-Highball--Highball-

-wine--wine-

-sour--sour-

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

��AlcoholAlcohol����MenuMenu �∼アルコール∼

�⾷事の始まりはみんなでカンパーイ♪

-beer--beer-

⽣ビール【中】
Asahi�SUPER"DRY"

⽣ビール【⼩】
Asahi�SUPER"DRY"

瓶ビール
Asahi�SUPER"DRY"

ハートランド
Heartland

333(バーバーバー）
Vietnamese�beer

ノンアルコールビール
Non�alcohol�beer ハイボール

Highball

コークハイボール
Coke�highball

ジンジャーハイボール
Ginger�highball

ウーロンハイボール
Oolong�highball

レモンサワー
Lemon�sour

グレープフルーツサワー
Grapefruit�sour

⾚ワイン グラス
Red�wine

⽩ワイン グラス
White�wine

⾚ワイン ﾊｰﾌﾎﾞﾄﾙ
Red�wine�half�bottle

⽩ワイン ﾊｰﾌﾎﾞﾄﾙ
White�wine�half�bottle

-Gin--Gin-

⾁専⽤サワー

ジントニック�"ジンと⾁"

500円

600円

450円

650円

550円

600円

500円

450円

450円

1500円

1500円

500円

500円

500円

500円

Gin�and�Tonic

各種�500円

500㎖

330㎖

355㎖



�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

��Fresh�SaladFresh�Salad����MenuMenu �∼サラダ∼

シーザーサラダ

野菜たちのサウナ
�∼ととのいました∼

パリパリサラダ

寒い季節にピッタリのストーブ温野菜
10種類くらいの野菜を使⽤しています。
シンプルに塩だけで蒸し焼きにした野菜を
お召し上がりください。
サウナみたいに内側から温まりましょう♪

850円�

Hot�pot�grillde�vegetable�

７⼤アレルギー品⽬　乳製品

∼Bagna�cauda�sauce∼

�2~3名様分

Caesar�Salad
新鮮な葉物野菜とベーコンやクルトンを
トッピングして仕上げた
オーソドックスなシーザーサラダです。
この料理の発祥はメキシコだそうです！

750円��2~3名様分

Crispy�Salad
新鮮な葉物野菜に⻑崎名物⽫うどん麺を
トッピングしました。
シャキシャキ野菜にパリパリした麺が
良いアクセントになります。
ぎゅう丸ドレッシングで召し上がれ♪

650円��2~3名様分

ミニサラダ 220円�



�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

��A�La�CarteA�La�Carte����MenuMenu �∼アラカルト∼

有⽥鶏ステーキ
Chicken�Steak 1150円�
７⼤アレルギー品⽬　無し

海⽼フライ
Deep�Fried�Shrimp

1000円�７⼤アレルギー品⽬　エビ・⼩⻨・卵・乳製品

⿂フライ
Deep�Fried�Fish

1000円�７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

��SideSide����MenuMenu �∼おつまみ∼

フライドポテト
Fried�Potato

400円�７⼤アレルギー品⽬　無し

カマンベールフライ
Deep�Fried�Camembert�Cheese

450円�７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

ガーリックシュリンプ
Garlic�shrimp 770円�
７⼤アレルギー品⽬　エビ・⼩⻨・乳製品

600円�
�⼩ �⼤

�※提供⽅法は⽫盛り(サラダ)・鉄板(温野菜)でお選び出来ます

フライドチキン
Fried�Chicken

600円�７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨

フィッシュ＆チップス
Fried�Fishs�&�Potato 770円�７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨ 【3枚&150g】

【4個】

【4個】

【200g】 【400g】

【4枚】

【2尾】



GyumaruGyumaru
  SINCE  1978

ぎゅう丸と言えばコレぎゅう丸と言えばコレ

商品へのこだわり

コーンポタージュは⾃�⼯場で�⼯・�理を

⾏い、ぎゅう�でしか味わえないスープです。

提�⼯場と共同開発を⾏い、ぎゅう�のスープ

に�うよう��や⾵味などこだわりました。     

スープ…

パイ生地…

”名物バルーンスープ“”名物バルーンスープ“



ドリンクセット
350円

サイドメニューぎゅう丸セット
550円

デザートセット

※⾷事をされた⽅限定

セットドリンク
ミニサラダ
バルーンスープ
フライドポテト
すいーとぽてと

���170円
220円
500円
400円
600円

お好きなデザートに+50円で
ドリンクが付きます

※セット⽤ミニサイズ

Choice�SauceChoice�Sauce

選べる
ハンバーグソース

芳醇なデミグラスソース
Demi-glace�sauce
トータルで6時間以上煮込み作られる
濃厚なデミグラスソース

さっぱりオニオンソース
Onion�soy�sauce
⽟ねぎの旨味や⽢味を存分に活かした
さっぱりしょう油ベースのソース

柚⼦⾹るポン酢ソース
YUZU�flavor�ponzu�sauce
ポン酢に柚⼦の⾹りがプラスされ、
あっさりした味わいのソース

※ソースはすべてニンニクを使⽤しています

2種のチーズ
Two�kind�of�chesse

+200円�

ガーリックバター
Garlic�butter

+100円�

おすすめトッピング

2種のチーズ

ガーリックバター

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

����SpecialtySpecialty����MenuMenu �∼名物メニュー∼

クラシックハンバーグ
Classic�Hamburg�Steak

1550円�【150g】

店名を冠したこの商品はぎゅう丸のハンバーグに厚切りベーコン・⽬⽟焼きが重なって三重奏を奏でます。
⾁汁溢れるハンバーグにスモーキーなベーコン、最後に卵がまろやかに包み込んでくれます。
想像しただけでも美味しそうですよね！ぜひ、⼀度お召し上がりください♪

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

ミニサラダ 220円�Mini�Salad

名物 
バルーンスープ

500円�【単品】

Specialty!�Pie�wrapped�corn�soup

７⼤アレルギー品⽬　無し

【ライス付】
※パンに変更+50円

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品



2種のチーズ
Two�kind�of�chesse

+200円�

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

����Hamburg�SteakHamburg�Steak �∼ハンバーグ∼

⼿仕事ハンバーグ
Handmade�Hamburg�Steak

1200円�【150g】

当店のハンバーグは合挽ミンチを使⽤しております。
これまでの知識と経験を集約させ、当店オリジナルな配合のミンチを作りました。
和⽜の旨味や国産豚の⽢くてジューシーな味わいを
ぜひお楽しみください。

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品　

定番のハンバーグが2個⾷べられる
満⾜メニュー！
2つのソースで味変するもよし、
チーズトッピングで2種類のハンバーグを
味わうのもオススメです♪

�ダブルハンバーグ
Double�Hamburg�Steak

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品　

1850円�【150g×2】
ソースは2種類お選び下さい

ぎゅう丸の看板商品であるハンバーグを
1ポンド(450g)も⾷べられます！
ソースも3種類付いてくるので
味変しながら最後まで楽しめます。
ぜひチャレンジしてみてください♪

�【150g×３】

ワンポンドハンバーグ
One�Pond�Hamburg�Steak

2500円�
�

※ソースは3種類付いてきます

⽬⽟焼き
Sunny-side�Up

+100円�

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品　

Choice�SauceChoice�Sauce

選べる
ハンバーグソース

芳醇なデミグラスソース
Demi-glace�sauce
トータルで6時間以上煮込み作られる
濃厚なデミグラスソース

さっぱりオニオンソース
Onion�soy�sauce
⽟ねぎの旨味や⽢味を存分に活かした
さっぱりしょう油ベースのソース

柚⼦⾹るポン酢ソース
YUZU�flavor�ponzu�sauce
ポン酢に柚⼦の⾹りがプラスされ、
あっさりした味わいのソース

※ソースはすべてニンニクを使⽤しています

ガーリックバター
Garlic�butter

+100円�



チーズ煮込みハンバーグ
Stewed�Cheese�Hamburg�Steak
７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

【ライスorパン付】

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

�2種のチーズハンバーグ

TOPPINGTOPPING
トッピング

⽬⽟焼き

Two�kind�of�Cheese�Hamburg�Steak 1400円�【150g】
定番のハンバーグにプロセスチーズとチェダーチーズの2種を使うことで
味にコクが増し、チーズ好きにはたまらない仕上がりになっています。

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品　

1800円�【150g】

煮込みハンバーグ
Stewed�Hamburg�Steak
７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

1600円�【150g】

【ライスorパン付】

ぎゅう丸特製デミグラスソースにたっぷりのキノコの旨味が加わり
美味しさマシマシです。アツアツの煮込みハンバーグで⼼も体も温まってください♪

【ライス付】
※パンに変更+50円

ドリンクセット
350円

サイドメニューぎゅう丸セット
550円

デザートセット

※⾷事をされた⽅限定

セットドリンク
ミニサラダ
バルーンスープ
フライドポテト
すいーとぽてと

���170円
220円
500円
400円
600円

お好きなデザートに+50円で
ドリンクが付きます

※セット⽤ミニサイズ

厚切りベーコン
Grill�Bacon

+250円�

⽬⽟焼き
Sunny-side�Up

+100円�

ガーリックバター
Garlic�butter

+100円�

ガーリックバター

Choice�SauceChoice�Sauce

選べる
ハンバーグソース

芳醇なデミグラスソース
Demi-glace�sauce
トータルで6時間以上煮込み作られる
濃厚なデミグラスソース

さっぱりオニオンソース
Onion�soy�sauce
⽟ねぎの旨味や⽢味を存分に活かした
さっぱりしょう油ベースのソース

柚⼦⾹るポン酢ソース
YUZU�flavor�ponzu�sauce
ポン酢に柚⼦の⾹りがプラスされ、
あっさりした味わいのソース

※ソースはすべてニンニクを使⽤しています



オニオンソース付

オニオンソース付

2種のチーズ
Two�kind�of�chesse

+200円�

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

����CombinationCombination ∼ビーフステーキ∼

⽬⽟焼き
Sunny-side�Up +100円�

2100円�【150g・120g】

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

定番のハンバーグと⽜ロースステーキ(120g)が⼀度に味わえる、⼤変お得な商品です。
ハンバーグかステーキどちらにしようか迷っている⽅、贅沢してどっちも⾷べましょう♪
満⾜感間違いなし！！  ※ステーキは美味しく召し上がって頂く為、国産の⽜脂を注⼊しております。

ハンバーグ&ステーキ
Hamburg�Steak�&�Beef�Steak

TOPPINGTOPPING
トッピング

２種のチーズ

定番のハンバーグに⽜⾁の⼥王フィレステーキが付いてます。
脂⾝が少なく、⾁質が柔らかいのが特徴です。
⽼若男⼥全ての世代から愛されています！

Hamburg�Steak�&�Beef�Fillet�Steak

ハンバーグ&フィレステーキ

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

2350円�【150g・100g】

ハンバーグ&⿊⽑和⽜ステーキ
Hamburg�Steak�&�Wagyu�Beef�Steak

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

⽇本が世界に誇る和⽜！とハンバーグのコラボレーション。
この贅沢な組み合わせをぜひ⼀度お召し上がりください！
きっとあなたは笑顔になるでしょう♪

3000円�【150g・100g】

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

ガーリックバター
Garlic�butter

+100円�

ガーリックバター

Choice�SauceChoice�Sauce

選べる
ハンバーグソース

芳醇なデミグラスソース
Demi-glace�sauce
トータルで6時間以上煮込み作られる
濃厚なデミグラスソース

さっぱりオニオンソース
Onion�soy�sauce
⽟ねぎの旨味や⽢味を存分に活かした
さっぱりしょう油ベースのソース

柚⼦⾹るポン酢ソース
YUZU�flavor�ponzu�sauce
ポン酢に柚⼦の⾹りがプラスされ、
あっさりした味わいのソース

※ソースはすべてニンニクを使⽤しています



サイドメニュースープセット ぎゅう丸セット

定番のハンバーグに海⽼フライも⽩⾝⿂のフライも付いています！
どっちにしようか迷われている⽅どっちも⾷べましょう！
⾃家製のタルタルソースは相性バツグンです。

定番のハンバーグに⽩⾝⿂のフライが3枚付いています！
サクサクの⿂フライと⾃家製のタルタルソースは
相性バツグンです。
ぜひ、お味⾒ください！

定番のハンバーグに有頭エビの⼤きな海⽼フライ
⾃家製のタルタルソースで召し上がれ♪
ツウの⼈は海⽼の頭も⾷べるよ
栄養価も⾼いし、サクサクしてて美味しい！

ドリンクセット
350円

サイドメニューぎゅう丸セット
550円

デザートセット

※⾷事をされた⽅限定

セットドリンク
ミニサラダ
バルーンスープ
フライドポテト
すいーとぽてと

���170円
220円
500円
400円
600円

お好きなデザートに+50円で
ドリンクが付きます

※セット⽤ミニサイズ

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

ハンバーグ
 &ミックスフライ

1950円�【150g･1尾･２枚】

Hamburg�Steak�&�Deep�Fried�shrimp�＆�Fish

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

�ハンバーグ
   &⿂フライ

1600円�【150g・2枚】

Hamburg�Steak�&�Deep�Fried�Fish

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

�ハンバーグ
   &海⽼フライ
Hamburg�Steak�&�Deep�Fried�Shrimp

７⼤アレルギー品⽬　エビ・⼩⻨・卵・乳製品

1600円�
【150g・1尾】

����CombinationCombination ∼シーフード∼

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

Choice�SauceChoice�Sauce

選べる
ハンバーグソース

芳醇なデミグラスソース
Demi-glace�sauce
トータルで6時間以上煮込み作られる
濃厚なデミグラスソース

さっぱりオニオンソース
Onion�soy�sauce
⽟ねぎの旨味や⽢味を存分に活かした
さっぱりしょう油ベースのソース

柚⼦⾹るポン酢ソース
YUZU�flavor�ponzu�sauce
ポン酢に柚⼦の⾹りがプラスされ、
あっさりした味わいのソース

※ソースはすべてニンニクを使⽤しています



�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

����CombinationCombination ∼ポーク&チキン∼

�ハンバーグ&
  九州産ポークカツ
定番のハンバーグに地元九州のブランドポークを
季節ごとに変えながらご準備しています。
ぜひ、推し豚を⾒つけてください♪

Hamburg�Steak�&�Deep�Fried�Pork

�ハンバーグ&
  九州産ポークジンジャー
定番のハンバーグに地元九州産のブランドポークを
贅沢に厚切りでソテーしました。！
こだわりのポークジンジャーを召し上がれ♪

Hamburg�Steak�&�Grilled�Pork�Ginger

1700円�【150g･75g】

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

1700円�【150g・75g】

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

ハンバーグ&
  �有⽥鶏のチキンステーキ
定番のハンバーグに⽪⾯をパリッと焼いた鶏モモのステーキです。
ジューシーなハンバーグとチキンステーキの
両⽅の味わいをお楽しみください♪

Hamburg�Steak�&�Chicken�Steak

1600円�【150g・100g】
７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

�ハンバーグ&鶏南蛮
Hamburg�Steak�&�Chicken�Nanban
定番のハンバーグにぎゅう丸唐揚げを南蛮仕⽴てに
仕上げました。
特製タルタルソースでお楽しみください♪

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

1550円�

�ハンバーグ&鶏の唐揚げ
Hamburg�Steak�&�Fried�Chicken�
定番のハンバーグにぎゅう丸オリジナルの味付けをし
⾃社でブレンドした⾐で作った鶏モモの唐揚げです。
外はサクサク、中はジューシーな唐揚げを
ぜひお楽しみください♪

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品 1500円�【150g・3個】

【150g・3個】

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

Choice�SauceChoice�Sauce

選べる
ハンバーグソース

芳醇なデミグラスソース
Demi-glace�sauce
トータルで6時間以上煮込み作られる
濃厚なデミグラスソース

さっぱりオニオンソース
Onion�soy�sauce
⽟ねぎの旨味や⽢味を存分に活かした
さっぱりしょう油ベースのソース

柚⼦⾹るポン酢ソース
YUZU�flavor�ponzu�sauce
ポン酢に柚⼦の⾹りがプラスされ、
あっさりした味わいのソース

※ソースはすべてニンニクを使⽤しています



スペシャルコンボ
Special�Combination
(Hamburg�Steak�&�Chicken�Steak�&�Deep�fried�Pork)�

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

Triple�Combo�MenuTriple�Combo�Menu

4000円�

アルティメットコンボ
Ultimate�Combination
(Hamburg�Steak�&�Fillet�Steak�&�Wagyu�Steak)�

⽜・⽜・⽜とぎゅう丸の想いがぎゅーと詰まった
究極の1品です！⼼ゆくまで⽜⾁をお楽しみください♪
⼤満⾜間違いなし！

�【150g】 �【100g】 �【100g】

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品 2100円�
2種のチーズ
Two�kind�of�chesse

+200円�

⽬⽟焼き
Sunny-side�Up +100円�

TOPPINGTOPPING
トッピング

⽬⽟焼き

２種のチーズ

定番のハンバーグ・ポークカツ・チキンステーキと欲張りなプレートです。
いろんな種類を⾷べたいときにぜひご賞味ください！

�【150g】 �【70g】 �【75g】

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

ドリンクセット
350円

サイドメニューぎゅう丸セット
550円

デザートセット

※⾷事をされた⽅限定

セットドリンク
ミニサラダ
バルーンスープ
フライドポテト
すいーとぽてと

���170円
220円
500円
400円
600円

お好きなデザートに+50円で
ドリンクが付きます

※セット⽤ミニサイズ

Choice�SauceChoice�Sauce

選べる
ハンバーグソース

芳醇なデミグラスソース
Demi-glace�sauce
トータルで6時間以上煮込み作られる
濃厚なデミグラスソース

さっぱりオニオンソース
Onion�soy�sauce
⽟ねぎの旨味や⽢味を存分に活かした
さっぱりしょう油ベースのソース

柚⼦⾹るポン酢ソース
YUZU�flavor�ponzu�sauce
ポン酢に柚⼦の⾹りがプラスされ、
あっさりした味わいのソース

※ソースはすべてニンニクを使⽤しています



�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

����BeefBeef����SteakSteak ∼ステーキ∼

⽬⽟焼き
Sunny-side�Up

+100円�

ガーリックバター
Garlic�butter

+100円�

７⼤アレルギー品⽬　無し　※製造⼯場では⼩⻨・卵・乳製品を含む製品を製造しております

オーストラリア産のサーロインを使⽤し、柔らかいお⾁と当社オリジナル
オニオンソースの相性はバツグンです！
より美味しく召し上がって頂くために国産の⽜脂を注⼊しております。
その為、レアでの提供が出来ません。ご理解の程よろしくお願い致します。

1550円�【120g】

ぎゅう丸ステーキ
Gyumaru�Beef�Steak

TOPPINGTOPPING
トッピング

2600円�【120g×２】

�ステーキ
  &海⽼フライ
Beef�Steak�&�Deep�Fried�Shrimp

1950円�
【120g・1尾】

ぎゅう丸ステーキと海⽼フライが⼀緒に味わえる贅沢な⼀品！
ステーキはより美味しく召し上がって頂くために
国産の⽜脂を注⼊しております。
その為レアでの提供が出来ません、ご理解の程宜しくお願い致します。

７⼤アレルギー品⽬　エビ・⼩⻨粉・卵・乳製品

��ステーキ
  �&⿂フライ
Beef�Steak�&�Deep�Fried�Fish

1950円�【120g・3枚】

ぎゅう丸ステーキと⿂フライが⼀緒に味わえる贅沢な⼀品！
ステーキはより美味しく召し上がって頂くために
国産の⽜脂を注⼊しております。
その為レアでの提供が出来ません、ご理解の程宜しくお願い致します。

７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨粉・卵・乳製品

厚切りベーコン
Grill�Bacon

+250円�【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

ガーリックバター



ガーリックバター
Garlic�butter

+100円�

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

��PremiumPremium����SteakSteak

⽬⽟焼き
Sunny-side�Up

+100円�

７⼤アレルギー品⽬　卵

⽜フィレ⾁は脂⾝が少なく、⾁質が柔らかいのが特徴。
⾼級部位の１つでもあり、⽼若男⼥すべての世代から親しまれています。
レア・ウェルダンをご希望される場合はお声がけください。

2300円�【150g】

⽜フィレステーキ
Beef�Fillet�Steak

TOPPINGTOPPING
トッピング

ガーリックバター

∼プレミアムステーキ∼

2900円�【200g】

2200円�【100g】

⿊⽑和⽜ステーキ
Wagyu�Beef�Steak�

4000円�【200g】

⽇本が世界に誇る和⽜！程よくサシがあり
くちどけ柔らかな⾁質が特徴です。
特別な⽇にお召し上がりください。
７⼤アレルギー品⽬　無し

※お店では⼩⻨・卵・乳製品を含む商品を扱っております

※仕⼊れ状況により部位が変わりますのでスタッフにご確認ください。

※仕⼊れ状況により産地が変わることがございます。

　気になる⽅はスタッフにご確認ください。 4000円�【300g】

【ライス付】
※パンに変更+50円

【ライス付】
※パンに変更+50円

※写真は150gです

※写真は２００gです

ドリンクセット
350円

サイドメニューぎゅう丸セット
550円

デザートセット

※⾷事をされた⽅限定

セットドリンク
ミニサラダ
バルーンスープ
フライドポテト
すいーとぽてと

���170円
220円
500円
350円
600円

お好きなデザートに+50円で
ドリンクが付きます

※セット⽤ミニサイズ



�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

Curry�MenuCurry�Menu ∼カレー∼

チーズハンバーグカレー
Cheese�Hamburg�Steak�Curry

1600円�７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

ハンバーグカレー
Hamburg�Steak�Curry 1500円�
７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

ビーフカレーライス
Beef�Curry 1000円�
７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵

有⽥鶏カレー
Chicken�Steak�Curry 1500円�
７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

海⽼フライカレー
Deep�Fried�Shrimp�Curry 1600円�
７⼤アレルギー品⽬　エビ・⼩⻨・卵・乳製品

九州産ポークのカツカレー
Deep�Fried�Pork�Curry 1700円�７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品

ドリンクセット
350円

サイドメニューぎゅう丸セット
550円

デザートセット

※⾷事をされた⽅限定

セットドリンク
ミニサラダ
バルーンスープ
フライドポテト
すいーとぽてと

���170円
220円
500円
400円
600円

お好きなデザートに+50円で
ドリンクが付きます

※セット⽤ミニサイズ

唐揚げカレー
Fried�Chicken�Curry 1500円�
７⼤アレルギー品⽬　⼩⻨・卵・乳製品



おこさま

おこさまように

あまくしてます♪

ハンバーグ
ソース選べます

デミグラス・オニオン・ポン酢

Children�MenuChildren�Menu

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

∼おこさま∼

770円

～じゅーす～
りんご・オレンジ
マンゴー・カルピス

おこさま
カレー

660円

おもちゃが

ついてるよ♪

おこさま
ソフトクリーム 350円

カップかコーンで

お選びください！

ハンバーグ・・・⼩⻨・卵・乳製品

ポテトサラダ・・・乳製品・卵

カレー・・・⼩⻨・乳製品

ポテトサラダ・・・乳製品・卵

７⼤アレルギー品⽬　乳製品



�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

��GyumaruGyumaru����DessertDessert ∼デザート∼

すいーとぽてと
Sweet�potato�

７⼤アレルギー品⽬　卵・乳製品

さつまいもを贅沢に半分使⽤し、中をくり抜き
バターやミルクと混ぜ合わせまた、中に戻して
じっくり焼き上げました！
ぎゅう丸の名物デザートをぜひお召し上がりください♪

600円�
お⼟産でも喜ばれています！

クラシックプリン
Classic�pudding

７⼤アレルギー品⽬　卵・乳製品

昔なつかしいプリンです！
バニラビーンズを使い、味は本格的です。
シンプルだけど最⾼に美味しい⼿作りプリンを
ぜひお楽しみください♪

500円�

プリンアラモード
Pudding�a�la�mode

７⼤アレルギー品⽬　卵・乳製品

プリンだけじゃ物⾜りないそんなあなたに！
プリンにアイスに⽣クリームにフルーツにと
⼤満⾜間違いなし！
ぜひお召し上がりください♪

800円�

濃厚チャップリン
Matcha�pudding

７⼤アレルギー品⽬　卵・乳製品

抹茶をふんだんに使って作ったプリンです。
⾷感は滑らかだけどとても濃厚です！
遊び⼼満載のプリンをぜひお楽しみください♪

450円�

350円�
-ハーフ- -レギュラー-

※数量限定

※数量限定

※数量限定



北海道ソフト
HOKKAIDO�Soft�serve
北海道ミルクを使⽤した濃厚ソフトクリーム
カップかコーンでお選びいただけます。
ぜひお楽しみください♪

�

・ ぎ ゅ う 丸  ク ラ シ ッ ク ・

チョコレートパフェ
Chocolate�parfait

７⼤アレルギー品⽬　卵・乳製品

みんな⼤好きチョコレートパフェ
⾒た⽬にも可愛らしいパフェを
ぜひお楽しみください♪ 800円� ７⼤アレルギー品⽬　卵・乳製品 400円�

うれしの茶タルト
Ureshino�Greentea�tart
この商品はららぽーと店の為に考えました。
福岡にいながら少しでも嬉野を感じてもらえたらと
⾷べて嬉野旅⾏をお楽しみください♪

７⼤アレルギー品⽬　卵・乳製品 500円�

ららぽーと
福岡店限定！



ぎゅう丸�クラシック
お持ち帰りメニュー

⼿仕事ハンバーグ
1250円

チーズハンバーグ
1450円

ダブルハンバーグ
1900円

ハンバーグ&ステーキ
2150円

ハンバーグ&海⽼フライ
1650円

ハンバーグ&⿂フライ
1650円

ぎゅう丸ステーキ
1600円

ミニサラダ

200円

ダブルステーキ�
2650円

ステーキ&海⽼フライ
2000円

ステーキ&⿂フライ��
2000円

すいーとぽてと
550円

ハンバーグ&フィレステーキ

2450円
フィレステーキ    

2450円
150Ｇ

ハンバーグ&和⽜ステーキ

3000円
和⽜ステーキ�    

2400円∼
100Ｇ∼

チーズハンバーグカレー

1650円
ハンバーグカレー�����

1450円

有⽥鶏チキンカレー���

1550円
九州産ポークカツカレー�����

1750円

〒812-8627 
福岡県福岡市博多区那珂6丁⽬23番1号�ららぽーと福岡３階

TEL�092-586-6717

選べるハンバーグソース デミグラス・オニオン・柚⼦ポン酢

ぎゅう丸ドレッシング

450円


