ガロオーの創業時からの定番です！
テイクアウトもOK！(箱代金＋100)

ガロオー特製ピザパイ
※メニューは全て税10%表記です

M

6切

￥1,500(1650)

S

4切

￥1,000(1100)

自家製ジェノベーゼも人気です

夜のグランドメニューは沢山ありますよ～
今回は人気メニューとおすすめのメニューをご紹介しますね
全てのメニューを見るのはご来店の時のお楽しみに♪

海老とジェノベーゼソースのピッツァ
具材やソースが選べる

￥1,200(1220)

選んで楽しい一品です

ごはん、具材、ソースが選べる
ぷるぷるオムライス

ガロオー自慢の一品！

選べるグラタン ドリア

シチュー(S)のテイクアウトもOK！

ビーフシチューのパン包み焼

￥880(968)

M
S

定番ナポリタンから本格パスタまで種類豊富です

￥1,500(1650)

新鮮卵黄ときのこのカルボナーラ

￥1,000(1100)

￥880(968)
創業60年、変わらぬ製法で作るハンバーグ

4種類のソースから選べる
鉄板ハンバーグ(牛100% 200g)
￥950(1045)

テイクアウト発

超人気者になってしまいました

選べる最強コンビごはん
(ｽﾃｰｷ/ｶﾞｰﾘｯｸｼｭﾘﾝﾌﾟ)×(ｶﾞｰﾘｯｸﾗｲｽ/ﾄﾞﾗｲｶﾚｰ)
￥1,000(1100)

強火で焼き上げる肉厚のステーキを是非！

でかっ！どでか！をワイルドに！

定期的に味が変わるよ！
GaRou‵s

グリルチキンオーバーライス
￥960(1056)

国産牛の1ポンド リブロースステーキ
￥3,600(3960)

ソースやマヨネーズに至るまでもちろん手作りでお待ちして
おります。その他お料理も種類豊富！ぜひお店に来てね♪
お酒に合うおつまみもリーズナブルに450円からご用意♪

お手軽につまめるチキン料理も人気です

ママのからあげ
￥680(748)
旨旨辛辛

DRINK MENU

辛さ3段階！

ガロオー風バファローチキンウィング
ウィスキー好きも納得の30種類以上ご用意

￥780(858)

￥500～
シーフード料理も種類豊富！

ビールも国産から外国産まで

￥550～

ワインも常時在庫は10種類

殻まで美味しい
ウマ辛ケイジャンシュリンプ
￥780(858)

地元日本酒、焼酎、梅酒もあります10種類

￥450～

ガロオー風フィッシュ＆チップス
￥750(825)

カクテルも70種類以上と豊富です

￥550～
熱々オーブン料理でお酒もすすむよ♪
自家製ﾐｰﾄｿｰｽ ﾒｷｼｶﾝチーズナチョス

￥720(792)
オーブン焼きスパニッシュオムレツ

ソフトドリンクから
ノンアルコールカクテルまで
お酒がだめでも楽しめますよ～！

￥350～

￥850(935)
夜もお得に！ ランチメニューが食べれるよ！
夜ランチ、平日のみ20：00まで開催中～！

予約不要の少人数対応

飲放題コース

￥2,200(2H)

週替りパスタ 週替り、ドリア・グラタン

Ａ ： ￥ 710(781)
単品 ○

※メニューは全て税10%表記です

Ｂ：
○
C：
○

￥ 800(880)
￥ 870(957)

※週替わりメニューは店内掲示板をご覧ください

２種のガロオー定番パスタ
・懐かしのガロオー風 ナポリタン
・ガロオー特製ソース ミートソース

約４０年ぶりの
大復活！
リニューアル！

Ａ ： ￥ 710(781)
単品 ○

特製ミートソースをたっぷりかけて

ビーフ100％!

鉄板
カツナポリタン
鉄板 バーグナポリタン

C ： ￥ 870(957)
単品 ○
デミグラス･トマト･ホワイトよりソースを選択！

※各大盛り ＋￥150(165)

・ガロオー特製 ハンバーグランチ ￥ 895(984)
※ごはん大盛り＋70円(７7)、○パン追加+150円(165)
ごはん か
○パン を
選択出来ま
す！

・とろけるチーズON！

+￥100(110)

水

曜

限

定

三本木ひまわり農園さんの卵！
田尻ハムさんの切落しベーコン！
大崎市のお野菜！
そしてガロオーのミートソース、マヨネーズ
と〇パンがコラボしました～！
ポテトプラス

¥500(550)

¥700(770)

売

で

す

！

選んでおいしい

・ハンバーグ ５０ｇ増量 ＋￥１70(187)
・ハンバーグ １００ｇ増量 ＋￥330(363)

まるごとおおさき！

販

・チキン
・小エビ

具

・ガーリックライス
・バターライス
・ナポリライス(ケチャップ)

ご
は
ん

・デミグラス
・ホワイト

ソ
ー
ス

※各大盛り＋￥150(165)
こちらの商品はワンドリンク
サービス対象外ですが最下部
明記ドリンクを￥130でご提
供です

プレーン
オムライス

¥780(858)

ハンバーグ
オムライス

A
G
N
ガロオーの人気者集めましたバーガー

ご注意！ 特製ビーフシチューは最
短でも２０分程お時間を頂きます。
お急ぎの方は、お電話でのご予約
も便利です。当日でもＡＭ１０：３０
よりご予約が出来ます！
創業以来ロングセラーな自慢の一品！
ランチタイムサービス、ちょっと増量～！

(1100)

夜もお得に！ ランチメニューが食べれるよ！
夜ランチ、平日のみ20：00まで開催中～！

ガロオー人気者御三家

〇パン
ハンバーグ
マヨネーズ
おいしさ集めて

¥1,000(1100)
数量限定
売切れたら
ゴメンね
ポテトフライ1.5増量

・ガロオー特製 ビーフシチューのパン包み焼き ￥１,0００

¥960(1056)

パテ(肉)1枚追加

+ ¥120(132) + ¥180(198)
「今週のパスタ」「今週のドリア･グラタン」の
メニュー詳細は掲示板でご確認ください。

※メニューは全て税10%表記です
ガッツリ牛ももの！

香ばしウマウマ焼めし！

・ガーリックステーキ

・ガーリックライス

定期的に味が変わるよ！

＋
プリプリエビの！

ピリ辛ウマウマ焼めし！

・ガーリックシュリンプ

・ドライカレー

気ま

ぐれ

組合せ４通り！ お肉かエビを選んで
￥1,000(1100)
最後に焼めしをチョイス！

寒梅酒造さんの甘酒で漬け込みカリ 全ての鶏好きさんへ
カリにグリルしたスパイシーでジュー
¥960(1056)
シーなチキンと焼き飯で！

お肉は飼料管理されたオージー牛なのでリーズナブルで臭みもありません！

・肉々しい
これぞ赤身肉！ ・・・の 豪産 牛もも肉
・赤身と脂のバランスが抜群！ ・・・の 豪産 牛リブロース
上記２種のお肉から100ｇづつ選択可能です
赤ワインソース・特製わさび醤油 よりソースを選択！

ステーキランチ 200ｇ

ガロオー特製

↓

ごはん、○パン
が選べます

・牛もも(100g)

+牛もも(100g)

→￥１,200(１３２０)

・牛もも(100g)

+牛リブロース(100g)→￥１,400(１５４０)

Challenge！
追加肉が
お得で～す！

・牛もも肉
→１００ｇ追加毎に→＋￥５５0(605)
・牛リブロース
→１００ｇ追加毎に→+￥750(825)

・牛リブロース(100g)+牛リブロース(100g)→￥１,600(１７６０)
※ごはん大盛り＋70円(７7)、○パン追加+150円(165)

どのメニューにもお得なセットメニュー！
是非ご利用下さい！

お得なセット！
ソ ロ

お得なセット！
コンビ

お得なセット！
トリオ

SET MENU

右記より1品
お選び下さい

右記より2品
お選び下さい

右記より3品
お選び下さい

・ガロオー特製マヨ付シンプルサラダ

￥150(165)

￥280(308)

￥390(429)

・手ごねやわらか ○パン

ランチタイムでお食事の方にはワンドリンクサービスしております
コーヒー、アイスコーヒー、紅茶、アイスティー
オレンジジュース、グレープフルーツ、パインジュースの中から

ランチタイム
ナイトタイム

平日営業！
毎日営業！

11：00～1４：00 (ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 13：30)
17：00～24：00 (時間外ご予約OK！)

・お味噌汁 ｏｒ 玉子スープ
・プチデザート

夜もお得に！ ランチメニューが食べれるよ！
夜ランチ、平日のみ20：00まで開催中～！

