Hamburg Steak
/Beef Steak
Doria/Omlet/Salad
Japanese/Kids'Plate
Restaurant Gyuemon
Dessert/Drink
Bar
SINCE 1979

Grand Menu

●夜10時以降は深夜料金として
10％を加算させていただきます。

上記の「お持ち帰りマーク」
がついたメニューは、
お持ち
帰りができます。
（容器代＋30円・税別）

Beef

100%

ビーフシチューハンバーグ 880（税別）
ゴロっとビーフのシチューとハンバーグの絶品コラボ。

Hamburg Steak
●器は熱くなっておりますのでご注意ください。

ビーフ100%!

牛右衛門の
ハンバーグは、
ずっと
ビーフ100%!

素材にこだわって、
ひとつひとつ、手作りしています。

牛右衛門ハンバーグ 680（税別）
じっくり煮込んだオニオンソースでどうぞ。

和風ハンバーグ....................................... 730（税別）
大根おろしのさっぱり感がソースにからんだ和風テイストです。

Jumbo!

ミニハンバーグ 380（税別）

240g

少なめに食べたい方や、
サイドオーダー
としてどうぞ。

ジャンボハンバーグステーキ 980（税別）
ハンバーグ通をうならせるジャンボサイズ。
オニオンソースでどうぞ。

Set

●付け合わせの食材は季節によって変わる場合がございます。

お得なセット ●お料理と組合わせてどうぞ。 ※大盛りライス（大盛りごはん）には無料でかえられます。

※ライス
（ごはん）
は小ライス
（小ごはん）
にかえられます。
［30円
（税別）
引き］

以下のライスは＋100円（税別）で

ライスまたは
バゲット

ライスまたは
バゲット

ミニカレーにかえられます。
ライスまたは
バゲット

ドリンクバー

190（税別）

お料理（デザート含む）
ご注文の方
●ドリンクバーのみのご利用 300（税別）

和食セット 290（税別） オニオンスープセット コーンスープセット
230（税別）
290（税別）

ディナーセット
430（税別）

●おこさまドリンクバー 100（税別）

※対象／４才から小学校６年生まで。※３才以下のお子さまは無料です。
※お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。
※カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

Cheeeese!

チーズ好きにはたまらない!
チーズポットから暖かなとろけるチーズを

お好きなだけかけてお召し上がりください。

とろとろチーズハンバーグ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930（税別）
自家製ハンバーグにチーズがとろ～り！フォンデュスタイルのメニューです。

原 材 料 を 吟 味 し、牛 肉100 ％
の素材で仕上げる、職人技の、
手作りハンバーグ。
当店が創業以来こだわり続けるハンバ
ーグ、そのおいしさの秘密は、日々原材
料を吟味し、職人が手作りで仕上げ、熟
練のコックがていねいに焼き上げるこ
とで生まれます。

ハンバーグ＆チキン南蛮........................... 850（税別）
ハンバーグと甘酢ソースのかかったチキンをタルタルソースでどうぞ。

肉質を社長自らの目で確かめ選定し、
上質な挽肉ができあがります。

ハンバーグ＆パイ包みグラタン 980（税別）
ハンバーグとパイ包みのグラタンの組み合わせ。
●グラタンの器は熱くなっておりますのでご注意ください。

パイ包みグラタン
430（税別）

●グラタンの器は熱くなっておりますのでご注意ください。

ハンバーグ＆有頭エビフライ.1,090（税別）
人気のハンバーグと有頭エビフライの組み合わせ。

Amazing!

インスタ映え必至！
佐世保生まれのご当地グルメ。

長崎

ご当地
グルメ

レモンステーキ......................... 1,080（税別）

上記の「お持ち帰りマーク」
がついたメニューは、
お持ち
帰りができます。
（容器代＋30円・税別）

長崎で人気のレモンステーキ。牛右衛門スタイルでどうぞ。

Beef Steak
お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

厳選された素材と熟練シェフの技で、
おいしく焼き上げています。

やわらかおはしステーキ.......... 880（税別）
野菜たっぷりの一口サイズのヘルシーステーキ。
お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

熟成

160g

Cut

カットして
ご提供して
います。

99（ギュウギュウ）ステーキ 990（税別）
やわらかなリブロースキャップが満足の160g!

ハーフポンドステーキ＆有頭エビフライ.1,９80（税別）
人気の有頭エビフライとハーフポンドステーキ（225g) のぜいたくコンビ。

80g
ステーキ＆ハンバーグ............. 1,150（税別）

Cut

カットして
ご提供して
います。

Set

ハンバーグとやわらかいカットステーキ（80g) をレモンソースで。
ステーキは柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

お得なセット ●お料理と組合わせてどうぞ。 ※大盛りライス（大盛りごはん）には無料でかえられます。

※ライス
（ごはん）
は小ライス
（小ごはん）
にかえられます。
［30円
（税別）
引き］

以下のライスは＋100円（税別）で

ライスまたは
バゲット

ライスまたは
バゲット

ミニカレーにかえられます。
ライスまたは
バゲット

ドリンクバー

190（税別）

お料理（デザート含む）
ご注文の方
●ドリンクバーのみのご利用 300（税別）

和食セット 290（税別） オニオンスープセット コーンスープセット
230（税別）
290（税別）

ディナーセット
430（税別）

●おこさまドリンクバー 100（税別）

※対象／４才から小学校６年生まで。※３才以下のお子さまは無料です。
※お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。
※カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

熟成

ジュ〜ッ
といわせて
アツアツを
どうぞ。

すべてのステーキはカットしてお出しできます。

【お客様へ】
ステーキは、焼き石で焼いて、
お好みの焼き加減で、お召し上がり
ください。

180g

牛右衛門ステーキ（180g）...... 1,590（税別）
人気№１！熟成リブロースをジャポネソースでどうぞ。

創業以来培った実績には、
信頼のクオリティ。

熟成したステーキ肉を熟練のコックが一枚、一
枚手切りにし、ていねいに焼き上げる、創業以
来変わらないこの姿勢こそが、素材の味を最大
限に引き立てる牛右衛門の信頼です。

熟成

225g

牛右衛門では、牛肉の熟成品質を見極めるた
めの研修を定期的に行っています。

ハーフポンドステーキ（225g）1,690（税別）
ヘルシーな肩ロースのハーフポンド
（225ｇ）
のステーキです。

素材のうま味を最大限生かし、
熟練のコックがていねいに焼
き上げます。

熟成

Large!

300g

牛肉は素材を厳選し、品質と安
全性、熟成度を極め、常にベス
トなおいしさでご提供してい
ます。

Cut

カットして
ご提供して
います。

ニューヨークカットステーキ（300g）.2,480（税別）
ステーキ通をうならせる熟成リブロース
（300g）
カットのビッグステーキ。

1pound!

迫力のワンポンド
！

熟成

Jumbo!

450g

Cut

カットして
ご提供して
います。

ワンポンドステーキ（450g）3,280（税別）
ボリューム満点の肩ロースをワンポンド
（450ｇ）
でどうぞ。

●付け合わせの食材は季節によって変わる場合がございます。

長崎

ご当地
グルメ

長崎トルコライス（単品） 980（税別）
オニオンスープ付 1,060（税別）

長崎グルメを牛右衛門スタイルでアレンジ。

長崎

ご当地
グルメ

Light
meal
佐世保バーガー（単品）780（税別）

ミニサラダ・オニオンスープ付 1,010（税別）
アメリカ生まれ、佐世保育ちのご当地グルメ。

ふわふわとろとろの
オムレツの中は、
チキンライス。

鉄板ナポリタン（単品）........................680（税別）
ミニサラダ・オニオンスープ付 910（税別）

日本の定番パスタをアツアツで。なつかしい味をそのままに。

とろ〜リ
半熟卵

ふわふわオムシチュー（単品）....................880（税別）
ミニサラダ・オニオンスープ付 1,110（税別）

ふわふわ玉子のオムライスに、特製オニオンソースをたっぷりかけた人気メニュー。

鉄板ピラフ（単品）.................1,150（税別）
オニオンスープ付 1,230（税別）

上記の「お持ち帰りマーク」
がついたメニューは、
お持ち
帰りができます。
（容器代＋30円・税別）

やわらかな牛サガリとたっぷり野菜をのせたピラフです。
お肉は柔らかくするために
牛脂を加える加工をしています。

ミニカレー 300（税別）

カツカレー 780（税別）
ビーフカレー 680（税別）

とろ〜リ
半熟卵

復活!

シーフードグラタン 650（税別）
サイドオーダーにオススメのスモールサイズ。

半熟卵とキノコのミートドリア......... 830（税別）

●器は熱くなっておりますのでご注意ください。

ホワイトソースを使い、たっぷりベーコン、キノコ、ミートソースで仕上げました。
●器は熱くなっておりますのでご注意ください。

お得なライトセット
お料理と組合わせてどうぞ。

●セットになると割安です。●セットのみのご注文はできません。

パイ包みグラタン単品 430（税別）

シーフードドリア.................... 850（税別）

●グラタンの器は熱くなっておりますのでご注意ください。

エビ、
イカ、
ホタテの下にはあつあつのバターライス。
●器は熱くなっておりますのでご注意ください。

230（税別）

コーン・サラダセット

310（税別）

ミニハンバーグカレー 単品 430（税別）

「人気メニューをスモールサイズにして
組み合わせたよくばりセット。

オニオン・サラダセット

ミニエビグラタン単品 430（税別）

グラタンとハンバーグカレーのセット........ 930（税別）
※オニオンスープをコーンカップスープに変えた場合 プラス70円（税別）

●グラタンの器は熱くなっておりますのでご注意ください。

ミニミートソーススパゲティ単品 390（税別）

復活!

グラタンとスパゲティのセット. ................... 930（税別）
※オニオンスープをコーンカップスープに変えた場合 プラス70円（税別）

※卵黄ソースをゼラ
チンで固めたもので
す。生卵ではござい
ません。

ミニステーキ丼単品 520（税別）

ミニまぐろ丼単品 520（税別）

グラタンと丼ぶりのセット. ...................... 1,080（税別）
※オニオンスープをコーンカップスープに変えた場合 プラス70円（税別）

ミニステーキ丼は
ミニまぐろ丼に
かえられます。

ベビー
リーフ

Salad

ドレッシングはかえられます。

ドレッシングは各サラダに合うものをかけています。
お好みがございましたらお申し付けください。

●パプリカ風味・甘口タイプの サウザンアイランド
●少し酸味のきいた............フレンチドレッシング
●さっぱりしょうゆ味の............和風ドレッシング
●少しスパイシーな........ コブサラダドレッシング
●香ばしいごま風味の........ 焙煎ごまドレッシング

キャベツのサラダ.230（税別）

たっぷりキャベツとベビーリーフを
甘口のサウザンアイランドドレッシングで。

ミニサラダ............ 200（税別）
サイドサラダとしてどうぞ。酸味のきいた
フレンチドレッシングで。

豆腐のゴマドレサラダ........... 360（税別）
ハーフ海の幸サラダ .480（税別）

いろいろ野菜と豆腐を香ばしい焙煎ごまドレッシングで。

ハーフサイズの海の幸サラダ。一人前のボリュ
ームです。和、洋お好みのドレッシングで。

炙り
サーモン

アメリカンサラダ........................ 630（税別）

Soup

野菜、
フライドチキン、卵、
ベーコンなどの具だくさんサラダを
スパイシーでクリーミーなコブサラダドレッシングで。

海の幸サラダ................................. 850（税別）
甘エビ、
イカ、
サーモンと海藻をトッピング。
二人前のボリュームです。和、洋お好みのドレッシングで。

ごぼうのサラダ 300（税別）
大きめのささがきごぼうを使ったサラダ。
焙煎ごまドレッシングで。

オニオンカップスープ

100（税別）

コーンカップスープ
コーンポタージュスープ（ボウル）.280（税別）

180（税別）

ライス（ごはん）中
190（税別）

ライス（ごはん）小

160（税別）

ライス
（ごはん）
の大盛りは無料です。係にお申し付けください。

バゲット190（税別）

みそ汁150（税別）

漬物 50（税別）

上記の「お持ち帰りマーク」
がついたメニューは、
お持ち
帰りができます。
（容器代＋30円・税別）

Japanese

※ごはんは小ごはんにかえられます。
［30円
（税別）
引き］
※大盛りごはんには無料でかえられます。

ミニごぼう

サラダ付

上記の「お持ち帰りマーク」
がついたメニューは、
お持ち
帰りができます。
（容器代＋30円・税別）

肩ロース

しょうが焼き定食....................................... 780（税別）
しょうが焼き単品

.............................................

480（税別）

上質のやわらかな豚肩ロース肉をしょうがダレで仕上げました。

ハンバーグ単品

かつとじ単品............................................. 530（税別）
揚げたてのロースカツをたまごでとじました。

ミニごぼう

サラダ付

ハンバーグ定食

...................................

かつとじ定食................................ 830（税別）

1,050（税別）

................................................

750（税別）

自慢のビーフハンバーグに大根おろしソースをかけた和風セット。

厚切りロースカツ定食.. 1,180（税別）
厚切りロースカツ単品...................... 930（税別）

ざっくりと揚がったジューシーな厚切り豚カツの定食です。
※厚切りのため、少々お時間をいただきます。

●付け合わせの食材は季節によって変わる場合がございます。

ミニごぼう

サラダ付

牛焼肉定食.................................... 980（税別）
牛焼肉単品

.....................................

洋風幕の内プレート単品. .............. 980（税別）

680（税別）

やわらかビーフステーキ、
チキン南蛮、
お刺身、
サラダを楽しめる、洋風幕の内。

やわらか牛バラ肉を特製タレで炒めました。

炙り
サーモン

洋風幕の内膳. ...................... 1,280（税別）

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

ミニごぼう

サラダ付

味噌風味ソース

おはしで
いただく
ステーキ

炙り
サーモン

和風ステーキ定食............ 1,280（税別）
和風ステーキ単品

......................

980（税別）

サイコロステーキを味噌風味ソースでどうぞ。

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

●付け合わせの食材は季節によって変わる場合がございます。

ステーキ懐石膳.................. 1,680（税別）
刺身単品. ...................................................... 480（税別）
人気の和風ステーキとお刺身のコラボ。

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

※ごはんは小ごはんにかえられます。
［30円
（税別）
引き］ ※大盛りごはんには無料でかえられます。

上記の「お持ち帰りマーク」
がついたメニューは、
お持ち
帰りができます。
（容器代＋30円・税別）

復活!
ステーキ重定食........................ 1,290（税別）

かつ丼定食..................................... 940（税別）

やわらかロース肉を甘辛たれにからめてごはんにのせました。

やわらかいトンカツをふんわり玉子とだしで仕上げました。

ステーキ重単品（お漬物付）

かつ丼単品（お漬物付）

1,130（税別）

................

780（税別）

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

ユーリンチー

ミニごぼう

サラダ付

チリソース

海老の

健康
黒酢

豚肉と根菜の黒酢炒め定食. 950（税別）
豚肉と根菜の黒酢炒め単品

.....

650（税別）

豚肉と根菜を黒酢で炒めたヘルシー定食です。

海老のチリソース定食....................... 980（税別）
海老のチリソース単品

590（税別）ユーリンチー単品

特製のエビチリソースとユーリンチーのコラボメニュー。

430（税別）

●付け合わせの食材は季節によって変わる場合がございます。

ココットグラタン単品

選べるミニ丼の
ミニミニづくし。
ミニうどん単品

（税別）

3
5
0

（税別）

2
6
0

●グラタンの器は熱くなっておりますので
ご注意ください。

ミニまぐろ丼単品

チキンとチーズの大葉巻き単品

（税別）

5
2
0

※卵黄ソースをゼラ
チンで固めたもので
す。生卵ではござい
ません。

（税別）

2
8
0

5
2
0

（税別）

秘伝のダシで煮込んだ牛肉たっぷりの伝統的メニューです。

ミニステーキ丼単品

すきやきうどん単品............................................................... 760（税別）

お肉は柔らかくするために
牛脂を加える加工をしています。

すきやきうどん定食（小ごはん・漬物付）. .. 950（税別）

ミニステーキ丼は
ミニまぐろ丼に
かえられます。

いろいろ御膳 1,180（税別）
人気のミニ丼とミニうどんのセット。

昭和の人気メニューおじやが復活！ プレーンと、
チーズ味が選べます。

チーズ
おじや

いわし梅煮単品
（税別）

4
8
0

おじやはチーズおじやに
かえられます。
復活!

小さめのおじやです。

おじや定食..................................... 930（税別）
おじや単品.................................................. 580（税別）

伝統のダシで仕上げた具だくさんのおじやと
やわらかなイワシの梅煮を合わせた定食です。

●付け合わせの食材は季節によって変わる場合がございます。

Side dish
お酒のおつまみに。お料理にプラスワン！

フライドポテト 230（税別）
大盛りポテト 360（税別）

ミニうどん 260（税別）

チーズスティック
360（税別）

枝豆 280（税別）
チキンとチーズの
大葉巻き 280（税別）

ココットグラタン 350（税別）

●グラタンの器は熱くなっておりますのでご注意ください。

フライドポテトとソーセージ
380（税別）

ごぼうの唐揚げ
330（税別）

ミニハンバーグ 380（税別）

ミニハンバーグカレー 430（税別）
フライドチキン 380（税別）

ミニエビグラタン 430（税別）

ユーリンチー 430（税別）

●器は熱くなっておりますのでご注意ください。

いわし梅煮 480（税別）

有頭エビフライ 490（税別）

しょうが焼き 480（税別）

海老マヨ 490（税別）

刺身 480（税別）

海老チリ 590（税別）

※卵黄ソースをゼ
ラチンで固めたも
のです。生卵では
ございません。

ミニステーキ丼
520（税別）

ミニまぐろ丼 520（税別）

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

Alcohol

厚切りロースカツ 930（税別）

和風ステーキ 980（税別）

お肉は柔らかくするために牛脂を加える加工をしています。

●赤ワイン（ハーフボトル・375㎖）

ボルドー・ルージュ. ........................................... 980
（税別）

●白ワイン（ハーフボトル・375㎖）

ゴーティエ・シャルドネ..................................... 980
（税別）

●スパークリングワイン（ハーフボトル・375㎖）

コドーニュクラシコ・セッコ....................... 1,080
（税別）

●グラスワイン（赤・白）.............................. 各280（税別）
●角ハイボール................................................ 390（税別） ●梅酒（梅の実入り・50㎖）.............................. 280（税別）
●白桃チューハイ........................................... 390（税別） ●清酒（一合）. ...................................................... 390（税別）
●レモンチューハイ...................................... 390（税別） ●焼酎
「牛右衛門」麦（グラス）.................................. 350（税別）
●生ビール（グラス）
350（税別）
. ....................
●生ビール（中ジョッキ）
550（税別）
...
（中ビン）
●キリンクラシックラガー
580（税別）
●ノンアルコールビール キリンゼロイチ. 380（税別）
. .................................

運転OK! アルコール0.00%

●ノンアルコール グレープフルーツサワー 380（税別）
.

1,580（税別）
「酛蔵」芋（グラス）
350（税別）
（四合ビン）................................. 1,680
（税別）
. .................
「麦楽」麦（ミニボトル・180ml）
390（税別）
（四合ビン）...................

..............................................

※ 20歳未満の方のお酒のご注文はできません。
※お車を運転される方の飲酒はできません。

Cake

ベリーベリーデニッシュ
480（税別）

ショコラクリーム
デニッシュ 480（税別）

とろ〜りチョコの
ふわふわパンケーキ
480（税別）

お食事とごいっしょに
軽くいかがですか？
ブランマンジェ 280（税別）
アーモンドが香る，
濃厚で、
口当たりの良い、
フランスの人気デザートです。

ミニ珈琲ゼリー

250（税別）

ミニヨーグルトパフェ

250（税別）

飲み放題

ドリンクバー190（税別）
お料理（デザート含む）
ご注文の方

●ドリンクバーのみのご利用 300（税別）
●おこさまドリンクバー 100（税別）

※対象／４才から小学校６年生まで。
※３才以下のお子さまは無料です。

※おこさまドリンクバーには、
「ドリンクバーサービス券」
は
ご利用できません。

バニラアイス

220（税別）

ガトーショコラアイス

220（税別）

ストロベリーアイス

220（税別）

抹茶アイス

220（税別）

●お一人様ごとにご注文いただきますようお願いします。
●カップとグラスはドリンクバーにご用意いたしております。

お好みで
ホワイトチョコソースを
かけてどうぞ。

Parfait

長崎

ご当地
グルメ

食べるミルクセーキ
390（税別）

珈琲ゼリーパフェ
390（税別）

チョコオレパフェ
480（税別）

ベリーベリーヨーグルト
パフェ 390（税別）

マカロン＆練乳いちごの
パフェ 550（税別）
ブランマンジェ
ア・ラ・モード
550（税別）

Kids '

おこさまチキンライス
おもちゃ付

480（税別）

おこさまランチ
おもちゃ付

630（税別）

おこさまカレー
おもちゃ付

530（税別）

おこさまからあげ
おもちゃ付

おこさまうどん
260（税別）

380（税別）

いろいろ
えらべる
おもちゃ
おこさまスープ
150（税別）

おこさまバニラアイス
150（税別）

50（税別）

別売

チーズスティック
360（税別）

おこさまチョコアイス
150（税別）

おこさまストロベリー おこさままっちゃアイス
150（税別）
アイス 150（税別）

おこさまドリンクバー
100（税別）

※対象／４才から小学校６年生まで。
※３才以下のお子さまは無料です。

は
※おこさまドリンクバーには、
「ドリンクバーサービス券」
ご利用できません。

