
GyumaruGyumaru
  SINCE  1978

さらに美味しくなりました！

440円440円

ぎゅう丸の大人気商品ぎゅう丸の大人気商品

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…

”名物パイ包みスープ“”名物パイ包みスープ“
500円500円単品 セット価格



オニオンソース
玉ねぎの旨味と甘味を

濃縮したオリジナルソース

おすす
め

ハンバーグへのこだわり
当店のハンバーグは合挽ミンチを使用しております。
牛肉の旨味や歯ごたえ、豚肉の甘味やジューシーさ
両方の特徴を最大限に活かせる割合を研究し続け、
さらなる美味しさを追求しています。
ご注文頂いてから作り上げる肉汁溢れるハンバーグを
どうぞお楽しみください！

選べるハンバーグソース

和風ソース
しょうゆベースの

テリヤキ風ソースです。

デミグラスソース
牛肉と骨・野菜を6時間以上

煮込んで作る定番ソース

手仕事　　手仕事　　
　 ハンバーグ　 ハンバーグ

1630円1630円レギュラー180g スモール140g

Classic HamburgClassic Hamburg

【ライス・サラダ付】

1430円1430円



【ライス・サラダ付】

和風おろし和風おろし
ハンバーグハンバーグ

レギュラー180g スモール140g 1590円1590円1790円1790円

レギュラー180g スモール140g 1700円1700円1900円1900円

チーズトッピングチーズトッピング
おすすめおすすめ煮込み煮込み

ハンバーグハンバーグ

【ライス・サラダ付】

HamburgHamburg      VariationVariation

名物名物
パイ包みスープパイ包みスープ

セット価格セット価格

440円440円

セットドリンク 150円セットドリンク 150円
・コーヒー ・アイスコーヒー
・紅茶   ・アイスティー
・アップル ・オレンジ
・カルピス ・ウーロン茶
・コーラ  ・ジンジャーエール

アラカルトアラカルト
牛あぶり焼き
海老フライ
魚フライ
フライドポテト

1500円
1380円

980円
400円



【ライス・サラダ付】

チェダーチーズチェダーチーズ

プロセスチーズプロセスチーズ

2種のチーズハンバーグ2種のチーズハンバーグ

名物名物
パイ包みスープパイ包みスープ

セット価格セット価格

440円440円

セットドリンク 150円セットドリンク 150円
・コーヒー ・アイスコーヒー
・紅茶   ・アイスティー
・アップル ・オレンジ
・カルピス ・ウーロン茶
・コーラ  ・ジンジャーエール

ダブルハンバーグダブルハンバーグ

レギュラー180g スモール140g 1６30円1６30円1８30円1８30円

レギュラー180g×２2150円2150円

オニオンソース
玉ねぎの旨味と甘味を

濃縮したオリジナルソース

和風ソース
しょうゆベースの

テリヤキ風ソースです。

デミグラスソース
牛肉と骨・野菜を6時間以上

煮込んで作る定番ソース

選べるハンバーグソース

【ライス・サラダ付】

スモール140g×２ 2550円2550円

ソースは2種類お選び頂けますソースは2種類お選び頂けます

チーズトッピングチーズトッピング
+２００円+２００円

オニオンソース
玉ねぎの旨味と甘味を

濃縮したオリジナルソース

和風ソース
しょうゆベースの

テリヤキ風ソースです。

デミグラスソース
牛肉と骨・野菜を6時間以上

煮込んで作る定番ソース

選べるハンバーグソース

アラカルトアラカルト
牛あぶり焼き
海老フライ
魚フライ
フライドポテト

1500円
1380円

980円
400円



オニオンソース
玉ねぎの旨味と甘味を

濃縮したオリジナルソース

和風ソース
しょうゆベースの

テリヤキ風ソースです。

デミグラスソース
牛肉と骨・野菜を6時間以上

煮込んで作る定番ソース

CombinationCombination
選べるハンバーグソース

【ライス・サラダ付】

※美味しく召し上がって頂く為

 国産⽜脂を注⼊しております

 MenuMenuオニオンソース付

フライソース付

フライソース付

ハンバーグ&ステーキハンバーグ&ステーキ
レギュラー180g 2550円2550円 スモール140g 2350円2350円

ハンバーグ&海老フライハンバーグ&海老フライ ハンバーグ&魚フライハンバーグ&魚フライ
【ライス・サラダ付】【ライス・サラダ付】

レギュラー180g

1930円1930円 1730円1730円
スモール140g

名物名物
パイ包みスープパイ包みスープ

セット価格セット価格

440円440円

セットドリンク 150円セットドリンク 150円
・コーヒー ・アイスコーヒー
・紅茶   ・アイスティー
・アップル ・オレンジ
・カルピス ・ウーロン茶
・コーラ  ・ジンジャーエール

チーズトッピングチーズトッピング
+２００円+２００円

チーズトッピングチーズトッピング
+２００円+２００円

【1尾】 【2枚】

レギュラー180g

1930円1930円 1730円1730円
スモール140g

アラカルトアラカルト
牛あぶり焼き
海老フライ
魚フライ
フライドポテト

1500円
1380円

980円
400円



オニオンソース
玉ねぎの旨味と甘味を

濃縮したオリジナルソース

選べる
ハンバーグソース

和風ソース
しょうゆベースの

テリヤキ風ソースです。

デミグラスソース
牛肉と骨・野菜を6時間以上

煮込んで作る定番ソース

C o m b i n a t i o nC o m b i n a t i o n
riginalriginalOO

大根おろし
ステーキソース付

オニオンソース付

レギュラー180g

3050円3050円 2850円2850円
スモール140g レギュラー180g

2050円2050円 1850円1850円
スモール140g

フライソース付

オニオンソース付
オニオンソース付

フライソース付

チーズトッピングチーズトッピング
+２００円+２００円

アラカルトアラカルト
牛あぶり焼き
海老フライ
魚フライ
フライドポテト

1500円
1380円

980円
400円

【ライス・サラダ付】 【ライス・サラダ付】

名物名物
パイ包みスープパイ包みスープ

セット価格セット価格

440円440円

セットドリンク 150円セットドリンク 150円
・コーヒー ・アイスコーヒー
・紅茶   ・アイスティー
・アップル ・オレンジ
・カルピス ・ウーロン茶
・コーラ  ・ジンジャーエール

※美味しく召し上がって頂く為

 国産⽜脂を注⼊しております
※美味しく召し上がって頂く為

 国産⽜脂を注⼊しております

ステーキ&海老フライステーキ&海老フライ
20502050円円

【ライス・サラダ付】

ステーキ&魚フライステーキ&魚フライ
2052050円0円

【ライス・サラダ付】

ハンバーグ&フィレステーキハンバーグ&フィレステーキ ハンバーグ&チキンステーキハンバーグ&チキンステーキ



オニオンソース
玉ねぎの旨味と甘味を

濃縮したオリジナルソース

オニオンソース
玉ねぎの旨味と甘味を

濃縮したオリジナルソース

120g

120g×2

ぎゅう丸ステーキぎゅう丸ステーキ

Beef SteakBeef Steak

ダブルステーキダブルステーキ

1750円1750円

フィレステーキフィレステーキ
150g

2850円2850円 3600円3600円
200g

大根おろし
ステーキソース付

名物名物
パイ包みスープパイ包みスープ

セット価格セット価格

440円440円

セットドリンク 150円セットドリンク 150円
・コーヒー ・アイスコーヒー
・紅茶   ・アイスティー
・アップル ・オレンジ
・カルピス ・ウーロン茶
・コーラ  ・ジンジャーエール

※美味しく召し上がって頂く為

 国産⽜脂を注⼊しております

※美味しく召し上がって頂く為

 国産⽜脂を注⼊しております

【ライス・サラダ付】

【ライス・サラダ付】

２900円２900円

【ライス・サラダ付】

フィレステーキ増量フィレステーキ増量
50g ＋750円50g ＋750円



220g

Other MenuOther Menu
ローストチキンローストチキン

1200円1200円

【ライス・サラダ付】

３尾

海老フライ海老フライ

1780円1780円

【ライス・サラダ付】

オニオンソース付

フライソース付

５枚

魚のフライ魚のフライ

1780円1780円

【ライス・サラダ付】

フライソース付

名物名物
パイ包みスープパイ包みスープ

セット価格セット価格

440円440円

セットドリンク 150円セットドリンク 150円
・コーヒー ・アイスコーヒー
・紅茶   ・アイスティー
・アップル ・オレンジ
・カルピス ・ウーロン茶
・コーラ  ・ジンジャーエール

アラカルトアラカルト
牛あぶり焼き
海老フライ
魚フライ
フライドポテト

1500円
1380円

980円
400円



アラカルトアラカルト
牛あぶり焼き
海老フライ
魚フライ
フライドポテト

1500円
1380円

980円
400円

名物名物
パイ包みスープパイ包みスープ

セット価格セット価格

440円440円

セットドリンク 150円セットドリンク 150円
・コーヒー ・アイスコーヒー
・紅茶   ・アイスティー
・アップル ・オレンジ
・カルピス ・ウーロン茶
・コーラ  ・ジンジャーエール

CurryCurry

2種のチーズ2種のチーズ
ハンバーグカレーハンバーグカレー
ハンバーグカレーハンバーグカレー

カレーカレー

1650円1650円

1450円1450円
  950円950円

【ミニサラダ付】

SaladSalad
シャキシャキサラダシャキシャキサラダ

  530円530円
生ハムサラダ生ハムサラダ

  770円770円



Kid'sKid's              
            MenuMenu

ぎゅう丸名物

550円550円

ドリンク付きドリンク付き
・オレンジ　・アップル
・カルピス　・ウーロン茶

お子様ハンバーグお子様ハンバーグ
1430円1430円【パイ包みスープ付】

お子様ステーキお子様ステーキ
1980円1980円【パイ包みスープ付】

お子様カレーお子様カレー
1100円1100円【パイ包みスープ付】

お子様カレーお子様カレー
770円770円

パイ包みスープパイ包みスープ
単品

お好みの食べ方でお好みの食べ方で
お楽しみください！お楽しみください！



Drink Menu

-beer--beer-

Alcohol Menu
・生ビール（中）
・生ビールグラス
・瓶ビール
・ノンアルコールビール

-lemon sour--lemon sour-

-Coffee--Coffee-

-Tea--Tea-

-Soda--Soda- -fruits juice--fruits juice-

・ブレンドコーヒー
・アイスコーヒー
・ウィンナーコーヒー
・コーヒーフロート

・コカ・コーラ
・ジンジャエール
・クリームソーダ

３５０円
３５０円
４００円
５５０円

３００円
３００円
５５０円

・紅茶
・アイスティー
・ウーロン茶

３５０円
３５０円
３００円

・アップルジュース
・オレンジジュース

３００円
３００円

-Wine--Wine-

６００円
４００円
５８０円
４２０円

・ワイン(赤・白)
・フルボトル
・ハーフボトル
・グラス

３８５０円
２６５０円
６６０円

-other--other-
・日本酒
・焼酎（芋・麦・米）
・梅酒

４８０円
４６０円
４００円

-High ball--High ball-

４６０円

４６０円



５００円

Gyumaru
Gyumaru

          Original
Original

DessertDessert

すいーとぽてとすいーとぽてとすいーとぽてと
単品

チョコレートパフェチョコレートパフェ

ソフトクリームソフトクリーム

さつまいもを贅沢に
1/2個も使い、

素材の甘味を活かした
優しい味わいで

ぎゅう丸オリジナルの
スイートポテトです

660円660円

380円380円


