
FettuccineFettuccine 自家製フェットチーネ自家製フェットチーネ

当店人気

グランメール自慢の自家製フェットチーネは
群馬県産の地粉を100％使用した自社の手づくり
モチモチの食感と小麦の香りが楽しめる
本格的な生パスタです。

140gS 280gLパスタの量 … 140gS 280gLパスタの量 …

魚介のアンチョビ風味
アンチョビが魚介本来の旨さを更にアップさせます。あえて塩のみで
仕上げています。

マリナーラ
魚介の旨味を凝縮したあっさりトマトパスタです。

¥900（税込 ¥990） L ¥1,550（税込 ¥1,705）S ¥900（税込 ¥990） L ¥1,550（税込 ¥1,705）S

生パスタのローマ法王風
当店人気No1のローマ法王風を生パスタにしました。

生パスタのローマ法王風
当店人気No1のローマ法王風を生パスタにしました。

4種のチーズのクリームパスタ
自家製ボロネーゼソースと生パスタのハーモ
ニー。

生パスタの自家製ボロネーゼ
チーズの旨味をプラスした魚介のスープは最後
の一口まで飲み干せるほどです。

魚介とチーズの辛口スープパスタ
濃厚な 4種のチーズのハーモニー。
生パスタだからこその絡み具合です。

おすすめおすすめ

¥960 L ¥1,590S¥1,050S
（税込 ¥1,155）

L ¥1,670
（税込 ¥1,837）

¥1,000S
（税込 ¥1,100）

L ¥1,690
（税込 ¥1,859）（税込 ¥1,056） （税込 ¥1,749）

S L ¥1,670（税込 ¥1,837）¥1,050（税込 ¥1,155）S L ¥1,670（税込 ¥1,837）¥1,050（税込 ¥1,155）

グランメール自慢の自家製フェットチーネは
群馬県産の地粉を100％使用した自社の手づくり
モチモチの食感と小麦の香りが楽しめる
本格的な生パスタです。



PastaPasta パスタパスタ

カニの旨味が隅々までしみこんだトマトクリームパスタ。濃厚な旨味が海を感じさせるトマトクリームのパスタです。

魚介のトマトクリーム

¥1,000 
（税込 ¥1,100）

S M ¥1,320 
（税込 ¥1,452）

L ¥1,640 
（税込 ¥1,804）

¥1,000 
（税込 ¥1,100）

S M ¥1,320 
（税込 ¥1,452）

L ¥1,640 
（税込 ¥1,804）

¥960 
（税込 ¥1,056）

¥1,250 
（税込 ¥1,375）

¥1,550 
（税込 ¥1,705）

¥960 
（税込 ¥1,056）

S M ¥1,250 
（税込 ¥1,375）

L ¥1,550 
（税込 ¥1,705）

渡り蟹のトマトクリーム

激辛シーフードアマトリチャーナ

S ¥960
（税込 ¥1,056）

M ¥1,250
（税込 ¥1,375）

おすすめ

チョイ辛アラビアータ
ピリッとスパイシーなナスとイタリアンソーセージ
のパスタです。

ベーコンとオニオンの旨味をシッカリと引き出
し、タップリとチーズを振りかけたパスタです。

パンチの効いた辛いトマトソース好きな方にお
すすめの1皿です。

L ¥1,550 
（税込 ¥1,705）

S ¥780
（税込 ¥858）

M ¥1,070
（税込 ¥1,177）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

S ¥780
（税込 ¥858）

M ¥1,070
（税込 ¥1,177）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

当店人気No1。長年愛され続けている当店のオリジナルメニュー。

ローマ法王風
当店人気No1。長年愛され続けている当店のオリジナルメニュー。

ローマ法王風当店人気

100gS 150gM 200gLパスタの量 … 100gS 150gM 200gLパスタの量 …



とにかく野菜たっぷり。シンプルに塩味で仕上
げ、野菜本来の力を感じてください。

野菜たっぷり菜園風

アサリとしめじのダシにフレッシュなバジルの風味。

アサリとしめじの
フレッシュバジル

S ¥780
（税込 ¥858）

M ¥1,070 
（税込 ¥1,177）

青じそとシーフード。クセになり、また食べた
くなるパスタです。

青じそシーフード

おすすめ

モッツァレラチーズとトマト

¥900 
（税込 ¥990）

S M ¥1,180 
（税込 ¥1,298）

¥780 
（税込 ¥858）

S M ¥1,070 
（税込 ¥1,177）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

S ¥1,000 
（税込 ¥1,100）

L ¥1,640 
（税込 ¥1,804）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

S ¥900
（税込 ¥990）

M ¥1,180 
（税込 ¥1,298）

L ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

S ¥900
（税込 ¥990）

M ¥1,180 
（税込 ¥1,298）

L ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

S ¥960
（税込 ¥1,056）

M ¥1,250 
（税込 ¥1,375）

L ¥1,550 
（税込 ¥1,705）

M ¥1,320
（税込 ¥1,452）

L ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

S ¥870
（税込 ¥957）

M ¥1,160 
（税込 ¥1,276）

ローストしたニンニクの甘みと旨味の効いた1皿。

にんにくたっぷり
トマトソース魚介を辛口のトマトソースで仕上げたパスタ

です。

ベスビオシーフードペスカトーレ
魚介がこれでもかとたっぷり入ったパスタです。
トマトソースの定番。

おすすめ

トマトソースにトローリとろけたモッツアレラチーズのパスタ。ニンニクと魚介のダシが効いた魚介タップリのトマトソースパスタ。

まっかなトマトのマーレソース

L ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

おすすめ

100gS 150gM 200gLパスタの量 …



野菜をたっぷり使ったヘルシーなペペロンチー
ノです。

彩り野菜のペペロンチーノ
大盛り山盛りのベーコンの旨味がソースにいき
わたっています。

ベーコンのペペロンチーノ

クリームでタラコの良さを引き立てたパスタ
です。和風パスタ自信の1皿です。

タラコのスパゲッティ
クリームパスタの定番メニュー! 生クリームに
チーズと卵黄を和えた濃厚カルボナーラ。

カルボナーラ
タラコとイカのクリーム和えパスタ！

イカとタラコのクリーム

シンプルな塩味で仕上げたので、新鮮な魚貝の
旨さが伝わります。

シーフードのペペロンチーノ

ベーコン・きのこ・ほうれん草の焦がし醤油風
味のカルボナーラ。

和風カルボナーラ 森のきの子の醤油バター
タップリな木の子に醤油とバターがからんで後
味を引く旨さの和風パスタです。

みんな大好きなお馴染みのナポリタンをグラン
メールが作るとこうなります。

グランメールのナポリタン

おすすめ おすすめ

S ¥1,080 
（税込 ¥1,188）

M ¥1,410
（税込 ¥1,551）

S ¥900
（税込 ¥990）

M ¥1,180 
（税込 ¥1,298）

L ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

S ¥780
（税込 ¥858）

M ¥1,070 
（税込 ¥1,177）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

S ¥780
（税込 ¥858）

M ¥1,070 
（税込 ¥1,177）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

S ¥960
（税込 ¥1,056）

M ¥1,250 
（税込 ¥1,375）

L ¥1,550 
（税込 ¥1,705）

S ¥1,100 
（税込 ¥1,210）

M ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

L ¥1,820 
（税込 ¥2,002）

L ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

S ¥870
（税込 ¥957）

M ¥1,160 
（税込 ¥1,276）

L ¥1,730 
（税込 ¥1,903）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

S ¥870
（税込 ¥957）

M ¥1,070 
（税込 ¥1,177）

L ¥1,360 
（税込 ¥1,496）

S ¥780
（税込 ¥858）

M ¥1,070 
（税込 ¥1,177）

100gS 150gM 200gLパスタの量 …



10歳未満のお子様までのご提供となります。

おもちゃドリンク付
¥500（税込 ¥550）

自家製ボロネーゼと人気の手作りハンバーグのコラボ！

ハンバーグと自家製ボロネーゼ 自家製ボロネーゼ

おすすめ

じっくり煮込んで作った本格派の自家製ボロネーゼソース。

お子さまメニューお子さまメニュー

セットドリンクメニューセットドリンクメニューセットドリンクメニュー デザートアイスメニューデザートアイスメニュー

各 ¥130（税込  ¥143）

★オレンジジュース 　★メロンソーダ

★ジンジャーエール 　★コカコーラ 　★ミルク

※単品でもご注文いただけます。　各￥120（税込  ¥132）

★お子さま バニラアイス　
★お子さま チョコレートアイス
★お子さま 抹茶アイス

キ
ッ
ズ

★
シーフードのト

マト

ソ
ー
ス

キ

ッ
ズ★自家製ボロ

ネー

ゼ

キ
ッズ★カレーラ

イス

ご一緒に
どうぞ♪

¥870 
（税込 ¥957）

S M ¥1,160 
（税込 ¥1,276）

L ¥1,460 
（税込 ¥1,606）

¥1,250 
（税込 ¥1,375）

S M ¥1,450 
（税込 ¥1,595）

L ¥1,750 
（税込 ¥1,925）

100gS 150gM 200gLパスタの量 …



ハンバーグ & グリルハンバーグ & グリル

ハンバーグ、グリル料理は3種類のソースからお好みの味をお選びいただけます。※イタリアンハンバーグステーキ、チキンイタリアンを除きます。

和　風 デミグラス トマト
ガーリック選べるソース

Original Sauce選べる
3種類

大盛無料

¥170
（税込 ¥187）

当店人気のオリジナルハンバーグにモッツァレラチーズを
たっぷりトッピング。

イタリアンハンバーグステーキ

¥1,090（税込 ¥1,199）　　　ライス付 ¥1,190（税込 ¥1,309）

驚きのボリューム満点の厚切りベーコンをトッピング。
肉好きにおすすめです！

おすすめ ハンバーグステーキと厚切りベーコン
¥1,180（税込 ¥1,298） ライス付 ¥1,280（税込 ¥1,408）

ダブルハンバーグ (200g×2)  & ベーコン ¥1,550（税込 ¥1,705） ライス付 ¥1,650（税込 ¥1,815）

※写真はイメージです。

¥170
（税込 ¥187）

ライス パン(2個）

※パンの大盛は
　ありません。



ハンバーグステーキ (200g)おすすめ

表面はパリッと焼き上げ、噛むとジューシーな
若鶏をお好みのソースで召し上がれ。

若鶏ステーキ
パリッとした表面にモッツァレラチーズが
たっぷり。

チキンイタリアン

ハンバーグに目玉焼きをトッピング。

ハンバーグステーキと
目玉焼き

¥950
（税込 ¥1,045）

ライス付 ¥1,050
（税込 ¥1,155）

¥890
（税込 ¥979）

ライス付 ¥990
（税込 ¥1,089）

¥1,090
（税込 ¥1,199）

ライス付 ¥1,190
（税込 ¥1,309）

H C Bステーキ　　　　　　　　　　　　　　　

トリプルハンバーグステーキ (200g×3)

ハンバーグ、若鶏ステーキ、厚切りベーコン。
3つの味が楽しめるボリュームたっぷりのメニューです。

¥1,590（税込 ¥1,749）　　ライス付 ¥1,690（税込 ¥1,859）

当店人気のオリジナルハンバーグステーキ。
しっかりした味付けでオーダーごとに焼き上げます。

¥890（税込 ¥979）　　ライス付 ¥990（税込 ¥1,089）

¥1,690（税込 ¥1,859） ライス付 ¥1,790（税込 ¥1,969）

ダブルハンバーグステーキ (200g×2) ¥1,290（税込 ¥1,419） ライス付 ¥1,390（税込 ¥1,529）

※写真はイメージです。



オムライス･グラタン･ドリア･リゾット
Omurice /Gratin/Dria /Risotto
オムライス･グラタン･ドリア･リゾット
Omurice /Gratin/Dria /Risotto

肉感タップリのハンバーグ200gをトッピングしたボリューミーなオム
ライス。グランメールの人気商品。

ハンバーグ&オムライス

¥1,100（税込 ¥1,210）

人気No1.のローマ法王風をグラタンにアレンジ♪
濃厚なトマトクリームソースにとろけるチーズがたっぷり!

¥1,000（税込 ¥1,100）

グラタン仕立てのローマ法王風

おすすめおすすめ

L

¥850（税込 ¥935）M

¥990（税込 ¥1,089）

シーフードのダシのきいたトマトソースの
リゾット。

シーフードトマトリゾット

¥900（税込 ¥990）
自家製のホワイトソースとミートソースを
使ったグラタン風。

ミートソースの
スパゲッティグラタン

¥900（税込 ¥990）
自家製ホワイトソースをたっぷり使った懐かし
のグラタンです。エビをタップリ使用しました。

エビグラタン

¥800（税込 ¥880）

エビとホタテのクリーミーなドリアです。

シーフードドリア

¥900（税込 ¥990）
スパイシーな中辛カレーと自家製ホワイトソー
スのドリアに自家製ハンバーグをトッピング。

カレーハンバーグドリア

¥1,100（税込 ¥1,210）

自家製ハンバーグ200gをトッピングした
人気のドリアです。

ハンバーグステーキの
ドリア

¥1,050（税込 ¥1,155）



PizzaPizza ピザピザ

グランメールではマルゲリータをこのように仕
上げました。

マルゲリータ風ピザ

¥1,000（税込 ¥1,100）

海の幸の香りただよう具だくさんのシーフード
ピザ。

シーフードピザ

¥1,260（税込 ¥1,386）

ぷりぷりしたエビたっぷりのマヨネーズ風味の
ピザ！

エビマヨ

¥1,360（税込 ¥1,496）

マルゲリータ風ピザ、4種のチーズの香り高い
ピザのコンビ。

ハーフ＆ハーフ

¥1,000（税込 ¥1,100）

エビ･ベーコン・サラミと定番のトッピングを
使用したオリジナルピザ。

グランメールのミックスピザ

¥1,080（税込 ¥1,188）
濃厚なチーズと香りと旨味。トローリ糸引くピザ。

4種のチーズの
香り高いピッツアグランメールではマルゲリータをこのように仕

上げました。

マルゲリータ風ピザ

濃厚なチーズと香りと旨味。トローリ糸引くピザ。

4種のチーズの
香り高いピッツア

¥1,000（税込 ¥1,100）

トマトの旨味を凝縮した
酸味のきいたドレッシング

トマトドレッシング
トマト 自家製和風ドレッシング

和風ドレッシング和風

グリーンサラダ

¥490（税込 ¥539）   ハーフ¥370（税込 ¥407）

どこまでも野菜感にこだわったフレッシュな
サラダです。

とうもろこしサラダ

¥650（税込 ¥715）   ハーフ¥470（税込 ¥517）

とにもかくにもトウモロコシが山盛りです。
シンプルなだけにうまい。

シーザーサラダ

¥720（税込 ¥792）   ハーフ¥490（税込 ¥539）

シーザードレッシングとたっぷりチーズをトッ
ピングしたサラダ。      ※ドレッシングは選べません。

Salad サラダ

レギュラー /3～4人前　ハーフ /1～2人前

おすすめ

Salad
Dressing
選べるドレッシング



グランメールのパンケーキは、

リコッタチーズを使ったふわっとした食感が特徴。

手作りにこだわり、オーダーごとに1枚ずつ焼き上げ、

ホイップクリームまで手作りです。

グランメールのパンケーキは、

リコッタチーズを使ったふわっとした食感が特徴。

手作りにこだわり、オーダーごとに1枚ずつ焼き上げ、

ホイップクリームまで手作りです。

¥790（税込 ¥869）

キャラメルバナナのパンケーキ
濃厚なキャラメルソースとバナナの甘さがベストマッチ。

¥420（税込 ¥462）

パンケーキ（1枚）
リコッタチーズを隠し味に使用したフワフワパンケーキです。

¥420（税込 ¥462）

パンケーキ（1枚）
リコッタチーズを隠し味に使用したフワフワパンケーキです。

¥790（税込 ¥869）

キャラメルナッツのパンケーキ
香ばしいナッツとホロ苦いキャラメルソースのパンケーキです。

おすすめ

¥790（税込 ¥869）

チョコバナナのパンケーキ
チョコとバナナの相性抜群!
チョコ好きにおすすめのパンケーキです。

チョコバナナのパンケーキ

¥790（税込 ¥869）¥790（税込 ¥869）

ベリー&ベリーのパンケーキ
たっぷりのベリーソースがかかったトロふわシットリのパンケーキ。
いち押しのパンケーキです。

ベリー&ベリーのパンケーキ
たっぷりのベリーソースがかかったトロふわシットリのパンケーキ。
いち押しのパンケーキです。

パンケーキパンケーキPancakePancake



SweetsSweets スイーツスイーツ

お料理･デザートをご注文のお客様にお飲み物をセット価格でご提供します。

パフェといえばチョコレートパフェといえるほど
ファンの多い1品。

チョコレートパフェ

¥370（税込 ¥407）

パフェといえばチョコレートパフェといえるほど
ファンの多い1品。

チョコレートパフェ

¥550（税込 ¥605）

パフェといえばチョコレートパフェといえるほど
ファンの多い1品。

チョコレートパフェ

¥550（税込 ¥605）

ベリーチョコパフェ

おすすめ

¥470（税込 ¥517）¥390（税込 ¥429）¥420（税込 ¥462） ¥370（税込 ¥407）

あんみつティラミス抹茶小倉パフェ
抹茶パフェに北海道産の小倉あんを
合わせました。

抹茶アイスにフレッシュなフルーツの
トッピング。

マスカルポーネチーズの濃厚な風味を
お楽しみください。

やっぱり安心の一品。あんみつってな
ぜか食べたくなります。

甘さ控えめ。トロっとした食感をお楽しみ
ください。

珈琲ゼリーに北海道産生クリームの
ホイップとバニラアイスをトッピング。

焙煎3日以内の鮮度の高い珈琲をそ
のままゼリーにしました。

バニラ、チョコレート、抹茶からお選び
ください。

抹茶パフェ

¥370（税込 ¥407）

パンナコッタ

¥430（税込 ¥473）

アイスホイップの珈琲ゼリー

¥350（税込 ¥385）

こだわりの珈琲ゼリー

¥320（税込 ¥352）

アイスクリーム

+¥180（税込 ¥198） +¥270（税込 ¥297）

アイスコーヒー
アイスティー
（ストレート･ミルク･レモン）

アイスウーロン茶
コカコーラ
レモンスカッシュ
メロンソーダ
ジンジャーエール
オレンジジュース
アイスミルク

C
O

LD
 D

R
IN

K

ブレンド1～4
シングルオリジン珈琲各種
ウインナー珈琲
カプチーノ
カフェモカ
カフェラテ
キャラメルマキアート
ココア
抹茶ミルク

H
O

T
 D

R
IN

K

アイスウインナー珈琲
カフェモカ
カフェラテ
キャラメルマキアート
ココア
ブラッドオレンジジュース
クリームソーダ
コーヒーフロート
コーラフロート
オレンジフロート

C
O

LD
 D

R
IN

K

本日のブレンド
紅茶／ ストレート
 レモン
 ミルク
ホットウーロン茶
ホットミルク

H
O

T
 D

R
IN

K

チョコレートアイスに甘酸っぱいベリーソースを
たっぷりトッピング。

¥420（税込 ¥462）

ベリーチョコパフェ
チョコレートアイスに甘酸っぱいベリーソースを
たっぷりトッピング。

¥420（税込 ¥462）

バニラアイスとフレッシュバナナに濃厚なチョコ
ソースを合わせた定番パフェ。
バニラアイスとフレッシュバナナに濃厚なチョコ
ソースを合わせた定番パフェ。

バナナチョコパフェ

¥370（税込 ¥407）

バナナチョコパフェ

¥370（税込 ¥407）

バナナチョコパフェ

¥370（税込 ¥407）



おかわりドリンクは半額でご用意いたします。（お飲物の変更できます。）

Cold Drink アイスドリンクHot Drink ホットドリンク

ポットで提供します。約3杯分楽しめます。

ポットで提供します。約3杯分楽しめます。

グランメールのコーヒーはすべて自家焙煎。香味豊かな1杯をお楽しみください。

Drink  ドリンクDrink  ドリンク

ブレンドコーヒーおすすめ

突き抜ける重厚な風味、マンデリンのワイルドなコクと香りをお
楽しみください。

¥420
（税込 ¥462）

ブレンド1　マンデリンベース

花のような甘い香り、すっきりとした酸味で爽やかな後味のブレ
ンドです。

ブレンド3　コスタリカベース

しっかりとした酸味とコク、世界最高のコーヒーをメインキャラ
クターとしました。

¥420
（税込 ¥462）

ブレンド2　ケニアベース

独特なフルーティな香り、酸味と甘みのバランスのとれたブレン
ドです。

ブレンド4　モカベース¥420
（税込 ¥462）

¥420
（税込 ¥462）
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