ぎんごんちゃん。ランチメニュー
“ぎん”ランチ

………

1,082円

（税込 1,190円）
はんばあぐ （お好みのはんばあぐをお選び下さい）
ごはん（銀シャリ）・漬物
みそ汁（⾚、⽩、合わせ）

“ごん”ランチ ………

1,282円
（税込 1,410円）

はんばあぐ （お好みのはんばあぐをお選び下さい）
サラダ
ごはん（銀シャリ）・漬物
みそ汁（⾚、⽩、合わせ）

“ちゃん”ランチ

……

1,582円

（税込 1,740円）
はんばあぐ
サラダ

（お好みのはんばあぐをお選び下さい）

ごはん（銀シャリ）・漬物
みそ汁（⾚、⽩、合わせ）
本⽇のデザート

ランチセットのサラダをアップグレードできます！！
わさび⾵味の⼤⼈のポテトサラダ・・・プラス２００円
ブロッコリーと温泉⽟⼦の
⿊胡⿇シーザーサラダ・・・プラス３００円
ローストビーフサラダ・・・・・・・・プラス４００円

ランチドリンク

……

200円

（税込 220円）

ブレンドコーヒー（アイス・ホット） 紅茶（アイス・ホット）
コーラ、ジンジャーエール（⾟⼝）、ウーロン茶
オレンジジュース１００％ アップルジュース１００％

ぎんごんちゃん。のはんばあぐ
ぎんごんちゃん。でしか味わえないスペシャルな“じゃぱにぃずはんばあぐ”

海苔

アボカドのはんばあぐ
アボカド

.........

プラス

熟したアボカドのクリーミーさとわさび醤油がピッタリ！！

１３６円
（税込１５０円）

⾹ばしい海苔とともにお召し上がり下さい。

クリームチーズ
と練り梅

クリームチーズ
と練り梅のはんばあぐ
大葉
.........
プラス １７２円
ちょっと変わったはんばあぐがたべたいそこのアナタ！！

（税込 １９０円）

クリームチーズと梅のまさかのハーモニー、意外とさっぱりがくせになる！

糸かき

とろとろ温泉卵
焼き茄子
と焼き茄子のはんばあぐ
......... プラス １３６円

温泉玉子

温泉⽟⼦と焼き茄⼦。こんな組み合わせがあったのか。

（税込１５０円）

とろとろの⻩⾝に焼き浸しにした茄⼦を絡めて召し上がれ！

ランチメニュー

お好みのはんばあぐをお選び下さい。

”ぎん”ランチ……1,082円

”ちゃん”ランチ……1,582円

ごはん・漬け物

サラダ

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

ごはん・漬け物

”ごん”ランチ……1,282円
サラダ
ごはん・漬け物
味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）
デザート

ランチドリンク……200円
コーヒー（アイス・ホット）

紅茶（アイス・ホット）

コーラ、ジンジャーエール（⾟⼝）、ウーロン茶
オレンジジュース１００％

アップルジュース１００％

糸かき
しその実

オクラと長芋の
ネバとろはんばあぐ

オクラ
長芋

......... プラス １６４円
（税込 １８０円）

オクラのシャキシャキ感と⻑芋の⾷感、しその実を
加えて⾵味豊かに。
シャキシャキとネバとろをご賞味あれ！！

大葉

フレッシュとまとと
クリームチーズのはんばあぐ
......... プラス １８２円

クリームチーズと
フレッシュトマト

フレッシュトマトとクリームチーズをオリーブオイルと

（税込 ２００円）

⼤葉でマリネ.トマトの酸味がクリームチーズのコクと
あいまって、さっぱりと味わって頂けます。

しょうが
たっぷり葱

たっぷり葱と
しょうが味噌のはんばあぐ
......... プラス １８２円
しょうが
味噌

⽣姜のきいたほんのり⽢い⾚味噌にこれでもかっ！！
というぐらいのたっぷりの⻘ねぎがたまらない。

（税込 ２００円）

⽣姜好きもネギ好きも満⾜間違いなし！！

トッピングメニュー
チーズ

……３４５円

オムレツ

（税込 380円）

目玉焼き ……１４５円

（税込 470円） ダブルプラス

（税込 670円）

（税込 300円）

たっぷりねぎ……３５５円

（税込 390円）

（税込 190円）

温泉玉子 ……１４５円

きのこ

……３４５円

揚げ玉ねぎ……２２７円

大根おろし

……１７３円

（税込 160円）

（税込 250円）

……６０９円

スライストマト…２７２円

（税込 160円）

ベーコン ……１７３円

……４２７円

（税込 380円） トリプルプラス

……１,０２７円

（税込 190円）

（税込 1,130円）

※イラストはイメージです

チーズ

ブロッコリーととまとの
マスタードチーズはんばあぐ
......... プラス ３００円

ブロッコリー
トマト

粒マスタードマヨネーズで和えたブロッコリーとトマトに

チーズをのせて焼き上げました。トマトの酸味と粒マスタード

（税込３３０円）

マヨネーズの酸味であっさりと召し上がれます。
粒マスタード
マヨ

ガーリックチップ
ガーリックマヨ

ブロッコリーとツナの
ガーリックマヨはんばあぐ
......... プラス １７３円

ブロッコリー

ツナマヨ

アンチョビ⼊りのにんにくたっぷりガーリックマヨネーズ。

（税込１９０円）

あぶったマヨネーズは⾹ばしくてうまいっ！！
にんにく好きの⽅は是⾮お試し下さい！！

チーズ

彩り野菜のとまと煮
とチーズのはんばあぐ
トマト煮

......... プラス

茄⼦、パプリカ、ズッキーニなどのトマト煮をケイジャン

３７３円
（税込 ４１０円）

スパイスでスパイシーに仕上げました。
チーズをのせて焼き上げるのでマイルドになってクセになる味わい。

ランチメニュー

お好みのはんばあぐをお選び下さい。

”ぎん”ランチ……1,082円

”ちゃん”ランチ……1,582円

ごはん・漬け物

サラダ

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

ごはん・漬け物

”ごん”ランチ……1,282円
サラダ
ごはん・漬け物
味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）
デザート

ランチドリンク……200円
コーヒー（アイス・ホット）

紅茶（アイス・ホット）

コーラ、ジンジャーエール（⾟⼝）、ウーロン茶
オレンジジュース１００％

アップルジュース１００％

「まかない」から生まれたはんばあぐ
スタッフおすすめの“美味しい”組み合わせのはんばあぐ

わさび
マヨネーズ

アボカド＆わさびマヨネーズ
アボカド

のはんばあぐ .........

プラス

とにかく絶品！！他にはないこの組み合わせは相性抜群で
⾷べないと損！！

３７３円

（税込 ４１０円）

アボカド好きの⽅は是⾮お召し上がり下さい！！

チーズ

アボカド＆チーズのはんばあぐ
アボカド
......... プラス ４２７円
熟した濃厚なアボカドにさらにチーズをトッピング。

（税込 ４７０円）

とろ〜りと溶けたチーズとアボカドが絡んでもう最⾼！！

大根おろし
ハラペーニョ

大葉

大根おろし＆激辛ハラペーニョ
のはんばあぐ......... プラス ２３６円

和風ソース

（税込 ２６０円）

さっぱり⼤根おろしのはんばあぐもいいですが、

ハラペーニョの⼊った激⾟ソースで⾷べるのもオススメ！！
やみつきになること間違いなし！！

ランチメニュー

お好みのはんばあぐをお選び下さい。

”ぎん”ランチ……1,082円

”ちゃん”ランチ……1,582円

ごはん・漬け物

サラダ

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

ごはん・漬け物

”ごん”ランチ……1,282円
サラダ
ごはん・漬け物
味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）
デザート

ランチドリンク……200円
コーヒー（アイス・ホット）

紅茶（アイス・ホット）

コーラ、ジンジャーエール（⾟⼝）、ウーロン茶
オレンジジュース１００％

アップルジュース１００％

きのことチーズのはんばあぐ
......... プラス ３６４円
チーズ

欲張りきのこのはんばあぐにチーズをのせて焼き上げました！！（税込

４００円）

ソテーしたたっぷりのきのこにチーズをプラスした贅沢で欲張りな
はんばあぐです！！

きのこ
（舞茸、しめじ、エリンギ）

きのことわさびマヨネーズの
はんばあぐ
......... プラス ３２７円

わさび
マヨネーズ

（税込３６０円）

舞茸などの⾹り⾼いきのこのソテーにピリッと刺激のあるわさび
マヨネーズがこんなに合うなんて！！試す価値あり！！

きのこ
（舞茸、しめじ、エリンギ）

これからも美味しい楽しい組み合わせのはんばあぐが生まれてくる！！

トッピングメニュー
チーズ

……３４５円（税込380円）

オムレツ

⽬⽟焼き

……１４５円（税込 160円）

アボカドスライス……３９１円（税込 430円）

ベーコン

……１７３円（税込 190円）

きのこ

……３４５円（税込 380円）

温泉⽟⼦

……１４５円（税込 160円）

⼤根おろし

……１７３円（税込 190円）

揚げ⽟ねぎ

……２２７円（税込 250円）

たっぷりネギ

……３５５円（税込 390円）

３⾊ペッパー

……２５５円（税込 280円）

クリームチーズ

……４４５円（税込 490円）

わさびマヨネーズ……２７３円（税込 300円）

ハラペーニョ

……３６４円（税込 400円）

スライストマト ……２７３円（税込 300円）

⻑芋短冊

……２９１円（税込 320円）

しょうが焼きソース…２７３円（税込 300円）

とろろ

……３５５円（税込 390円）

ツナマヨ

……２２７円（税込 250円）

パイナップル２枚……２７３円（税込 300円）

焼き茄⼦

……２９１円（税込 320円）

ダブルプラス
(ご注文のはんばあぐにプラス１枚）
……６０９円 (税込 670円）

……４２７円（税込 470円）

トリプルプラス
(ご注文のはんばあぐにプラス２枚）
……１,０２７円（税込 1,130円）
※イラストはイメージです

＜ぎんごんちゃん。
•ご飯（おかわり⾃由）
•みそ汁（⾚・⽩・合わせ）

その他メニュー＞
……３０９円 （税込340円）
……２５５円 （税込280円）

＜ぎんごんちゃん。ソフトドリンクメニュー＞
•コカ・コーラ
•ジンジャーエール（⾟⼝）
•烏⿓茶
•オレンジジュース１００％
•アップルジュース１００％

……３４５円
……３４５円
……３４５円
……３４５円
……３４５円

（税込
（税込
（税込
（税込
（税込

380円）
380円）
380円）
380円）
380円）

•オリジナルブレンドコーヒー
（ホット・アイス）
•紅茶（ホット・アイス）

……３８２円（税込 420円）
……３８２円（税込 420円）

＜ぎんごんちゃん。 アルコールメニュー＞
•⽣ビール
•グラスビール
•瓶ビール

……５９１円（税込650円）
……４０９円（税込450円）
……５９１円（税込650円）

ぎんごんちゃん。のシンプルなはんばあぐ

チーズ

とろ〜りチーズのはんばあぐ

４５円

......... プラス
シンプルにチーズをトッピングしたはんばあぐ。

（税込５０円）

とろ〜りととけたチーズがはんばあぐにからんで
チーズ好きにはたまらない⼀品。

とまととチーズのはんばあぐ

チーズ

１３６円

......... プラス
トマト

チーズとデミグラスソースは相性抜群！そこにトマトが

（税込１５０円）

⼊ることでさっぱりと、そしてまろやかに。
このコンビネーションはもう最⾼！！

チーズ

粒マスタードとチーズのはんばあぐ
......... プラス １３６円
粒マスタード
粒マスタードの⾹りと酸味とチーズがベストマッチ！！

（税込1５０円）

⾵味が楽しめ、チーズがはんばあぐにとても良くマッチ
してご飯がすすみます。

チーズ

ツナマヨとチーズのはんばあぐ

......... プラス ２３６円

ツナマヨ

マヨネーズで和えたツナはコクも加わってマイルド。

（税込２６０円）

そこに⾹ばしく焼き上がったチーズの⾵味も加わりもう絶品！！

ランチメニュー

お好みのはんばあぐをお選び下さい。

”ちゃん”ランチ……1,582円

”ぎん”ランチ……1,082円
ごはん・漬け物 (税込 1,190円）

サラダ

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

ごはん・漬け物
味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

”ごん”ランチ……1,282円
サラダ

(税込 1,410円）

ごはん・漬け物
味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

(税込 1,740円）

デザート

ランチドリンク……200円 (税込 220円）
コーヒー（アイス・ホット）

紅茶（アイス・ホット）

コーラ、ジンジャーエール（⾟⼝）、ウーロン茶
オレンジジュース１００％

アップルジュース１００％

目玉焼きのはんばあぐ

目玉焼き

ザッツ国⺠的はんばあぐ。はんばあぐといえば⽬⽟焼きでしょ。
シンプルに⾷べたいならコレ！！

ふわとろオムレツのはんばあぐ

オムレツ

......... プラス ２５４円
ふわふわの卵がはんばあぐとマッチ！ボリュームもあっておすすめ！（税込

２８０円）

卵好きも満⾜間違いなし！！
チーズやわさびマヨネーズのトッピングもイケる！！

わさびマヨネーズのはんばあぐ

わさび
マヨネーズ

はんばあぐとの相性抜群！ツーンと⿐にくる⾟さが刺激的！！
マヨラーのあなた！必⾒です！

ねぎ

とろろのはんばあぐ

とろろ

栄養豊富な⼭芋のすりおろしをだし醤油と合わせて
しっかりとした味わいのはんばあぐにかけて召し上がれ！！

トッピングメニュー
チーズ

……３４５円

オムレツ

（税込 380円）

目玉焼き ……１４５円

（税込 470円） ダブルプラス

スライストマト…２７２円

（税込 670円）

たっぷりねぎ……３５５円

（税込 390円）

（税込 190円）

温泉玉子 ……１４５円

きのこ

……３４５円

揚げ玉ねぎ……２２７円

大根おろし

……１７３円

（税込 160円）

（税込 250円）

……６０９円

（税込 300円）

（税込 160円）

ベーコン ……１７３円

……４２７円

（税込 380円） トリプルプラス

（税込 190円）

……１,０２７円
（税込 1,130円）
※イラストはイメージです

長芋短冊

しゃきしゃき長芋短冊のはんばあぐ
⻑芋のシャキシャキした⾷感とネバネバがはんばあぐによく合います。
さっぱりとはんばあぐをお召し上がりください！

舞茸

欲張りきのこのはんばあぐ

しめじ
エリンギ

しめじ、舞茸、エリンギの３種のきのこをたっぷりのせました！！
きのこ好きにはたまらない美味しさ。

大根おろし

大根おろしのはんばあぐ

大葉

サッパリと⾔えばやっぱりコレ！！
こんなに⼤根おろしいっぱいのはんばあぐは⾒たことないでしょ？

パイナップル

焼きたてパイナップルのはんばあぐ
軽く焼いて⽢みが増したパイナップルがますます⾷欲をそそる。
はんばあぐとの相性バッチリの⼀品です。ぜひお試し下さい！！

ランチメニュー

お好みのはんばあぐをお選び下さい。

”ぎん”ランチ……1,082円

”ちゃん”ランチ……1,582円

ごはん・漬け物

サラダ

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

ごはん・漬け物

”ごん”ランチ……1,282円
サラダ
ごはん・漬け物
味噌汁（⾚・合わせ・⽩）

味噌汁（⾚・合わせ・⽩）
デザート

ランチドリンク……200円
コーヒー（アイス・ホット）

紅茶（アイス・ホット）

コーラ、ジンジャーエール（⾟⼝）、ウーロン茶
オレンジジュース１００％

アップルジュース１００％

三色ペッパーのスパイシーはんばあぐ

３色ペッパー

ブラック、ホワイト、ピンクの３⾊のこしょうがはんばあぐにすごく合う。
こしょう好きはやみつきになりそうな予感！！

激辛ハラペーニョのはんばあぐ

ハラペーニョ
和風ソース

⾟いもの好きの⽅なら絶対オススメ!ハラぺーニョと和⾵ソースの相性バッチ
リで ご飯が何杯でも 進みます! これに⼤根おろしを組み合わせて⾷べるの
がおすすめ！！

しょうが

しょうが焼き風のはんばあぐ

和風ソース

ほんのり⽢い和⾵ソースにしょうがの⾵味。鉄板の上でしょうがの⾹りが
たちのぼり⾷欲をかきたてられます！！

べーこんとれたすととまと
.........
のはんばあぐ
定番中の定番！BLT！

ベーコン
トマト

プラス

３００円

（税込３３０円）

かりかりのベーコン、シャキシャキの

レタス、みずみずしいトマト。。ああ、たまらない。。。

レタス

やっぱりクラシックにはクラシックの魅⼒があります。

トッピングメニュー
チーズ

……３４５円

オムレツ

（税込 380円）

目玉焼き ……１４５円

（税込 470円） ダブルプラス

スライストマト…２７２円

（税込 670円）

たっぷりねぎ……３５５円

（税込 390円）

（税込 190円）

温泉玉子 ……１４５円

きのこ

……３４５円

揚げ玉ねぎ……２２７円

大根おろし

……１７３円

（税込 160円）

（税込 250円）

……６０９円

（税込 300円）

（税込 160円）

ベーコン ……１７３円

……４２７円

（税込 380円） トリプルプラス

（税込 190円）

……１,０２７円
（税込 1,130円）

※イラストはイメージです

ふつうのあぶり焼きはんばあぐ
はんばあぐ

ぎんごんちゃん。のはんばあぐはそのまま⾷べても美味しいんです！！
シンプルに味わいたい⽅は何ものせずにどうぞ。
逃げも隠れもしません！！絶対的に⾃信があるからこそのメニューです。

ダブル・トリプルプラス
はんばあぐ１枚では物足りないというあなたに！！
ご注文頂いたはんばあぐを２段重ね、３段重ねに。
４段以上はスタッフにご相談下さい！！

ダブルプラス

６０９円

トリプルプラス

（税込 1,１３0円）

（税込 6７0円）
ご注文頂いたはんばあぐを２段重ねに。

１,０２７円

ご注文頂いたはんばあぐを３段重ねに。

トッピングメニュー
チーズ

……３４５円（税込380円）

オムレツ

⽬⽟焼き

……１４５円（税込 160円）

アボカドスライス……３９１円（税込 430円）

ベーコン

……１７３円（税込 190円）

きのこ

……３４５円（税込 380円）

温泉⽟⼦

……１４５円（税込 160円）

⼤根おろし

……１７３円（税込 190円）

揚げ⽟ねぎ

……２２７円（税込 250円）

たっぷりネギ

……３５５円（税込 390円）

３⾊ペッパー

……２５５円（税込 280円）

クリームチーズ

……４４５円（税込 490円）

わさびマヨネーズ……２７３円（税込 300円）

ハラペーニョ

……３６４円（税込 400円）

スライストマト

⻑芋短冊

……２９１円（税込 320円）

しょうが焼きソース…２７３円（税込 300円）

とろろ

……３５５円（税込 390円）

ツナマヨ

……２２７円（税込 250円）

パイナップル２枚……２７３円（税込 300円）

焼き茄⼦

……２９１円（税込 320円）

……２７３円（税込 300円）

※イラストはイメージです

……４２７円（税込 470円）

