
ぴよぴよハンバーグぴよぴよハンバーグ

ダブルサイズダブルサイズ

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

1,280円（税込 1,408 円）1,280円（税込 1,408 円）

ぴよぴよハンバーグ＆
ハーフチキングリルステーキ
ぴよぴよハンバーグ＆
ハーフチキングリルステーキ

1,080円（税込 1,188 円）1,080円（税込 1,188 円）

ぴよぴよハンバーグ＆
海老フライ
ぴよぴよハンバーグ＆
海老フライ

1,080円（税込 1,188 円）1,080円（税込 1,188 円）

3 種のよくばりハンバーグ3種のよくばりハンバーグ

合い挽きのぴよぴよハンバーグ、牛タン１００％のハンバーグ、
桃豚１００％のハンバーグの三つ巴。
心行くまで肉を堪能してください。

合い挽きのぴよぴよハンバーグ、牛タン１００％のハンバーグ、
桃豚１００％のハンバーグの三つ巴。
心行くまで肉を堪能してください。

2,000円（税込 2,200 円）2,000円（税込 2,200 円）

洋食セット

洋Aセット洋Aセット

530円（税込 583 円）530円（税込 583 円）

ドリンクバー付きドリンクバー付き

ライス、スープ、サラダライス、スープ、サラダ

ライス、スープ、サラダライス、スープ、サラダ

ライス、スープライス、スープ

洋 Bセット洋 Bセット

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

洋 Cセット洋 Cセット

230円（税込 253 円）230円（税込 253 円）

お好きなハンバーグソースをお選びください。

ハンバーグにチーズをのせて
　　　　　　　　満足度 120％

オニオン
ソース

てりマヨ
ソース

和風おろし
ソース

デミグラス
ソース

デミグラス
ソース

ホワイト
ソース

ホワイト
ソース

トマト
ソース
トマト
ソース

+50円
（税込 55円）
+50円

（税込 55円）

+50円
（税込 55円）
+50円

（税込 55円）
+50円

（税込 55円）
+50円

（税込 55円）

+50円
（税込 55円）

国産黒毛和牛と桃豚を絶妙なバランスで配合。

ぴよぴよおすすめのハンバーグです！

国産黒毛和牛と桃豚を絶妙なバランスで配合。

ぴよぴよおすすめのハンバーグです！

和食セット

ご飯、味噌汁、漬物、サラダご飯、味噌汁、漬物、サラダ

ご飯、味噌汁、漬物、サラダご飯、味噌汁、漬物、サラダ

ご飯、味噌汁、漬物ご飯、味噌汁、漬物

和 Bセット和 Bセット

和Aセット和Aセット

530円（税込 583 円）530円（税込 583 円）

ドリンクバー付きドリンクバー付き

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

和 Cセット和 Cセット

230円（税込 253 円）230円（税込 253 円）

ぴよぴよハンバーグぴよぴよハンバーグ

Hamburg
Hamburg



桃豚ハンバーグ桃豚ハンバーグ
580円（税込 638 円）580円（税込 638 円）

牛タンハンバーグ＆
ハーフチキングリルステーキ
牛タンハンバーグ＆
ハーフチキングリルステーキ
1,280円（税込 1,408 円）1,280円（税込 1,408 円）

桃豚ハンバーグ＆
ハーフチキングリルステーキ
桃豚ハンバーグ＆
ハーフチキングリルステーキ

880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）

牛タンハンバーグ＆
海老フライ
牛タンハンバーグ＆
海老フライ

1,280円（税込 1,408 円）1,280円（税込 1,408 円）

桃豚ハンバーグ＆海老フライ桃豚ハンバーグ＆海老フライ
880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）

ダブルサイズダブルサイズ

980円（税込 1,078 円）980円（税込 1,078 円）

牛タンハンバーグ牛タンハンバーグ
980円（税込 1,078 円）980円（税込 1,078 円）

ダブルサイズダブルサイズ

1,680円（税込 1,848 円）1,680円（税込 1,848 円）

スープ＆サラダセットスープ＆サラダセット

330円（税込 363 円）330円（税込 363 円）

サラダ＆ドリンクバーセットサラダ＆ドリンクバーセット

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

カニクリームコロッケ（2個）カニクリームコロッケ（2個）

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

ミニサラダミニサラダ
280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

ドリンクバー

お一人様につき 280円（税込308円）

お一人様につき 180円（税込198円）

海老フライタルタル（2尾）海老フライタルタル（2尾）

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

ライス　150円（税込 165 円）

280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

カプレーゼカプレーゼ

大盛りライス　230円（税込 253 円） 半ライス　100円（税込 110 円）

牛タンだけを贅沢に使用してハンバーグを

こしらえました。アツアツをどうぞ！

牛タンだけを贅沢に使用してハンバーグを

こしらえました。アツアツをどうぞ！

桃豚だけで仕上げたハンバーグです。

食べやすさナンバーワン！

桃豚だけで仕上げたハンバーグです。

食べやすさナンバーワン！

ランチタイム（open～15：00）

桃豚ハンバーグ桃豚ハンバーグ

牛タンハンバーグ牛タンハンバーグ



チキングリルステーキチキングリルステーキ

このボリュームでこの価格！

皮はパリッとお肉はジューシー！
このボリュームでこの価格！

皮はパリッとお肉はジューシー！

480 円（税込 528 円）480 円（税込 528 円）

チーズチキングリルステーキチーズチキングリルステーキ

580 円（税込 638 円）580 円（税込 638 円）

スパイシー
チキングリルステーキ
スパイシー
チキングリルステーキ

580 円（税込 638 円）580 円（税込 638 円）

ガーリックバター
チキングリルステーキ
ガーリックバター
チキングリルステーキ

630 円（税込 693 円）630 円（税込 693 円）

洋食セット 和食セット

洋 A セット洋 A セット

530 円（税込 583 円）530 円（税込 583 円）

ドリンクバー付きドリンクバー付き

ライス、スープ、サラダライス、スープ、サラダ

ライス、スープ、サラダライス、スープ、サラダ

ライス、スープライス、スープ

ご飯、味噌汁、漬物、サラダご飯、味噌汁、漬物、サラダ

ご飯、味噌汁、漬物、サラダご飯、味噌汁、漬物、サラダ

ご飯、味噌汁、漬物ご飯、味噌汁、漬物

洋 B セット洋 B セット 和 B セット和 B セット

430 円（税込 473 円）430 円（税込 473 円）

洋 C セット洋 C セット

230 円（税込 253 円）230 円（税込 253 円）

和 A セット和 A セット

530 円（税込 583 円）530 円（税込 583 円）

ドリンクバー付きドリンクバー付き

430 円（税込 473 円）430 円（税込 473 円）

和 C セット和 C セット

230 円（税込 253 円）230 円（税込 253 円）

Chicken steak
Chicken steak



ふわっと仕上がったチキンに甘酢餡とタルタルソースが絶妙にマッチ。

一度食べたらやみつきになるかも。

ふわっと仕上がったチキンに甘酢餡とタルタルソースが絶妙にマッチ。

一度食べたらやみつきになるかも。

自慢のぴよぴよハンバーグをバーガータイプに仕上げました。

食べ応えばっちり。お持ち帰り商品としても提供いたします。

自慢のぴよぴよハンバーグをバーガータイプに仕上げました。

食べ応えばっちり。お持ち帰り商品としても提供いたします。

チキングリルステーキ＆海老フライ
＆カニクリームコロッケ
チキングリルステーキ＆海老フライ
＆カニクリームコロッケ

980円（税込 1,078 円）980円（税込 1,078 円）

チキングリルステーキ＆
海老フライ
チキングリルステーキ＆
海老フライ

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円） チキン南蛮チキン南蛮 680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

ぴよぴよチーズバーガーぴよぴよチーズバーガー 880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）

ダブルサイズダブルサイズ 1,180円（税込 1,298 円）1,180円（税込 1,298 円）

ダブルサイズダブルサイズ 1,180円（税込 1,298 円）1,180円（税込 1,298 円）

ぴよぴよハンバーガーぴよぴよハンバーガー 880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）

ぴよぴよチキン竜田バーガーぴよぴよチキン竜田バーガー

580円（税込 638 円）580円（税込 638 円）

スープ＆サラダセットスープ＆サラダセット

330円（税込 363 円）330円（税込 363 円）

サラダ＆ドリンクバーセットサラダ＆ドリンクバーセット

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

ミニサラダミニサラダ
280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

お一人様につき 280円（税込308円）

お一人様につき 180円（税込198円）

カプレーゼカプレーゼ

ライス　150円（税込 165 円）

280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

大盛りライス　230円（税込 253 円） 半ライス　100円（税込 110 円）
ランチタイム（open～15：00）

カニクリームコロッケ（2個）カニクリームコロッケ（2個）

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

ドリンクバー

海老フライタルタル（2尾）海老フライタルタル（2尾）

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

HamburgerHamburger



オムライスオムライス
ふわふわ卵の中にはしっかりおいしいチキンライスがぎっしり。

お好みのお味のソースでお召し上がりください。

ふわふわ卵の中にはしっかりおいしいチキンライスがぎっしり。

お好みのお味のソースでお召し上がりください。 880 円（税込 968 円）880 円（税込 968 円）

ミートドリアミートドリア

スープ
付き

スープ
付き

スープ
付き

スープ
付き

880 円（税込 968 円）880 円（税込 968 円）

カレードリアカレードリア
830 円（税込 913 円）830 円（税込 913 円）

ハンバーグドリアハンバーグドリア
1,180 円（税込 1,298 円）1,180 円（税込 1,298 円）

お好きなソースをお選びください。

カレー
ソース

トマト
ソース

デミグラス
ソース

ホワイト
ソース

ぴよからぴよから
380 円（税込 418 円）380 円（税込 418 円）ノーマルノーマル

780 円（税込 858 円）780 円（税込 858 円）

揚げ物バラエティーセット揚げ物バラエティーセット

280 円（税込 308 円）280 円（税込 308 円）

フライドポテトフライドポテト

280 円（税込 308 円）280 円（税込 308 円）

スティックフライドポテト

塩・バーベキュー味

スティックフライドポテト

塩・バーベキュー味
400 円（税込 440 円）400 円（税込 440 円）タルタルタルタル

400 円（税込 440 円）400 円（税込 440 円）甘酢あんかけ甘酢あんかけ

380 円（税込 418 円）380 円（税込 418 円）

オニオンリングオニオンリング

Light meal

Light meal

Fried foodFried food



ミニサラダ

スープ
付き

スープ
付き

スープ
付き

おもちゃ
付き

1,280円（税込 1,408 円）1,280円（税込 1,408 円）

ハンバーグカレーハンバーグカレー
1,180円（税込 1,298 円）1,180円（税込 1,298 円）

カツカレーカツカレー
お子様カレーお子様カレー

580円（税込 638 円）580円（税込 638 円）

※カレーの種類は選べません。※カレーの種類は選べません。

カレーライスカレーライス

ぴよぴよのカレーはしっかりうまみの比内地鶏チキンカレー、

ずっしり食べ応えのビーフカレーから選べます。

ぴよぴよのカレーはしっかりうまみの比内地鶏チキンカレー、

ずっしり食べ応えのビーフカレーから選べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　比内地鶏チキンカレー、

　　　　　　　　　ビーフカレー

　　　　　　　　　　　　　　　　　比内地鶏チキンカレー、

　　　　　　　　　ビーフカレー

みんなでワイワイおいしくサラダ。よくあえてお召し上がりください。みんなでワイワイおいしくサラダ。よくあえてお召し上がりください。

680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

ピヨピヨチキンサラダピヨピヨチキンサラダ
680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

シーザーサラダシーザーサラダ
680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

和風大根サラダ和風大根サラダ トマトチーズサラダトマトチーズサラダ
680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）580円（税込 638 円）580円（税込 638 円）

280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

カプレーゼ

CurryCurry

SaladSalad



和
定
食

和
定
食

桃豚とんかつ定食桃豚とんかつ定食 980円（税込 1,078 円）980円（税込 1,078 円）

チーズとんかつ定食チーズとんかつ定食
1,180円（税込 1,298 円）1,180円（税込 1,298 円）

おろしとんかつ定食おろしとんかつ定食
980円（税込 1,078 円）980円（税込 1,078 円）

生姜焼き定食生姜焼き定食

ころもはサクサク、お肉はジューシー。

桃豚はお肉自体が柔らかくおいしさが自慢です。

ころもはサクサク、お肉はジューシー。

桃豚はお肉自体が柔らかくおいしさが自慢です。

さっぱりとしたおろしポン酢と、

桃豚かつとの相性は抜群！

さっぱりとしたおろしポン酢と、

桃豚かつとの相性は抜群！
たっぷりとチーズと乗せ満足度抜群の

桃豚かつを召し上がれ。

たっぷりとチーズと乗せ満足度抜群の

桃豚かつを召し上がれ。

たっぷりボリュームの桃豚バラ肉の生姜焼きです。

ハラヘリも一発解消！

たっぷりボリュームの桃豚バラ肉の生姜焼きです。

ハラヘリも一発解消！

しっかりボリュームのたべごたえ満足の唐揚げ定食です。

おいしさにも自信あり。

しっかりボリュームのたべごたえ満足の唐揚げ定食です。

おいしさにも自信あり。

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

ぴよから定食ぴよから定食
880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）



880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）

味噌汁、がっこ付き味噌汁、がっこ付き

味噌汁、がっこ付き味噌汁、がっこ付き

味噌汁、がっこ付き味噌汁、がっこ付き

味噌汁、がっこ付き味噌汁、がっこ付き

味噌汁、がっこ付き味噌汁、がっこ付き スープ付きスープ付き

桃豚かつ丼定食桃豚かつ丼定食

830円（税込 913 円）830円（税込 913 円）

680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

親子丼定食親子丼定食

桃豚ソースかつ丼定食桃豚ソースかつ丼定食 880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）

牛筋丼定食牛筋丼定食

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円） 600円（税込 660 円）600円（税込 660 円）

ぴよぴよチャーハンぴよぴよチャーハン麻婆丼定食麻婆丼定食

1,180円（税込 1,298 円）1,180円（税込 1,298 円） 680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

かつ煮込み定食かつ煮込み定食 野菜炒め定食野菜炒め定食レバニラ炒め定食レバニラ炒め定食

安くてお腹いっぱい。香ばしく炒めました。安くてお腹いっぱい。香ばしく炒めました。とろっとしたレバニラで鉄分を摂ろっと。とろっとしたレバニラで鉄分を摂ろっと。

桃豚かつをたっぷり卵で閉じ込めました。

お出しのうまみも相まっておいしく仕上がりました。

桃豚かつをたっぷり卵で閉じ込めました。

お出しのうまみも相まっておいしく仕上がりました。

ど
ん
ぶ
り
ご
は
ん

ど
ん
ぶ
り
ご
は
ん



Ram
en

Ram
en

ぴよぴよ味噌らぁめんぴよぴよ味噌らぁめん
800円（税込 880 円）800円（税込 880 円）

ねぎ味噌らぁめんねぎ味噌らぁめん
800円（税込 880 円）800円（税込 880 円）

680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

醤油らぁめん醤油らぁめん

680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

塩らぁめん塩らぁめん

680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

塩タンメン塩タンメン
担担麺担担麺

730円（税込 803 円）730円（税込 803 円）

味噌らぁめん味噌らぁめん

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

ぴよぴよ醤油らぁめんぴよぴよ醤油らぁめん

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

麻婆麺麻婆麺

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

お子様らぁめんお子様らぁめん
580円（税込 638 円）580円（税込 638 円）

たこやき餃子たこやき餃子

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

300円
（税込 330 円）

300円
（税込 330 円）

味玉味玉チャーシューチャーシュー

100円
（税込 110 円）

100円
（税込 110 円）

メンマメンマ

100円
（税込 110 円）

100円
（税込 110 円）

辛ねぎ辛ねぎ

100円
（税込 110 円）

100円
（税込 110 円）

コーンコーン

80円
（税込 88円）

80円
（税込 88円）

バターバター

80円
（税込 88円）

80円
（税込 88円）

わかめわかめ

80円
（税込 88円）

80円
（税込 88円）

桃豚餃子
鶏しそ餃子
桃豚餃子
鶏しそ餃子
５個　各 300円（税込 330 円）５個　各 300円（税込 330 円）

焦がし醤油らぁめん焦がし醤油らぁめん

トッピングでさらに美味しいらぁめんを

おもちゃ
付き

麺大盛り

+100円

（税込 110円）

ライス
150円（税込 165 円）

大盛りライス
230円（税込 253 円）

半ライス
100円（税込 110 円）



ハンバーグナポリタンハンバーグナポリタン
1,280円（税込 1,408 円）1,280円（税込 1,408 円）

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

鉄板焼き

チーズベーコンポテト

鉄板焼き

チーズベーコンポテト

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

鉄板焼きウインナー鉄板焼きウインナー

480円（税込 528 円）480円（税込 528 円）

豚ホルモン煮込み豚ホルモン煮込み

680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

牛スジ煮込み牛スジ煮込み

680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

馬肉の煮付け馬肉の煮付け

580円（税込 638 円）580円（税込 638 円）

馬ホルモン煮込み馬ホルモン煮込み

鉄板焼き

コーンバターベーコン

鉄板焼き

コーンバターベーコン

カルボナーラカルボナーラ
780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

ミートソースパスタミートソースパスタ
880円（税込 968 円）880円（税込 968 円）

ナポリタンナポリタン
680円（税込 748 円）680円（税込 748 円）

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

マルゲリータピッザマルゲリータピッザ
830円（税込 913 円）830円（税込 913 円）

照り焼きチキンピッザ照り焼きチキンピッザ

780円（税込 858 円）780円（税込 858 円）

コーンたっぷりピッザコーンたっぷりピッザ

スープ＆サラダセットスープ＆サラダセット

330円（税込 363）330円（税込 363）

サラダ＆ドリンクバーセットサラダ＆ドリンクバーセット

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

Past
a

Past
a

Pizz
a

Pizz
a

Appet
izers

Appet
izers



380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

大学ポテトアイス大学ポテトアイス

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

杏仁豆腐杏仁豆腐

280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

280円（税込 308 円）280円（税込 308 円）

あんみつあんみつ

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

チョコレートパフェチョコレートパフェ

ミックスベリーパフェミックスベリーパフェ

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

抹茶パフェ抹茶パフェ

430円（税込 473 円）430円（税込 473 円）

ガトーショコラガトーショコラ

アイスクリームアイスクリーム

ティラミスティラミス

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

380円（税込 418 円）380円（税込 418 円）

ミックスベリーチーズケーキミックスベリーチーズケーキ

480円（税込 528 円）480円（税込 528 円）

ドリンクバー

お一人様につき 280円（税込308円）

お一人様につき 180円（税込198円）

ランチタイム（open～15：00）

DessertDessert




