
カボチャのトロトロ

人参トロトロ

７部粥

キッズ メニューお子様用

キッズカレーディッシュ　650
キッズパンケーキディッシュ　600

　＋200 円
　で塩ソフトクリーム
　お付け頂けます。

キッズハンバーグディッシュ　750
キッズハンバーガー　600

ＳＮＳへの投稿はご自由にどうぞ。

対象　離乳食中期～完了期（7ヶ月～18ヶ月）対象　離乳食中期～完了期（7ヶ月～18ヶ月）

無料
だメェ～

100％オレンジジュース
　or カルピス選べます。

（ポテト、ゼリー付き）

7大アレルゲン表示
使用しています。

赤 ちゃんとのはじめての外食に
　　　　　　　　　　いかがでしょうか♪

卵 乳 小麦 エビ

離乳食プレート

価格はすべて税込です。 　お会計はまとめてお願いします。

ぱとら

友だち募集中



AセットAセット

BセットBセット

CセットCセット
ドリンクのみセットドリンクのみセット

サラダ・スープ　　　　   +200

　すべてのハンバーグ・ステーキに
　ごはん（大・中・小）or パン
　が付きます（おかわり自由）

お得なセットお得なセット

コーヒー
紅茶
カフェラテ
瀬戸内レモンゼリーソーダ
オレンジジュース

ジンジャエール
ペプシコーラ
ジャスミンティー
カルピス
ミルク

（アイス・ホット）

（アイス・ホット）

（アイス・ホット） （アイス・ホット）

（アイス・ホット）

（アイス・ホット）

サラダ・スープ・ドリンク  +500 

サラダ・スープ・ミニフレーバー パフェ　　 +500
　　　　　　　　（ベリー・キャラメル・チョコ・あんこ、のいずれか）  +300

ドリンクメニュードリンクメニュー
各種セットの各種セットの

季節限定  ハンバーグ

※デザートセットドリンクもこちらかお選びください。

Drink menu

　ピリ辛！
メキシカンサルサ＆チーズハンバーグ　1,580

夏のレモンステーキハンバーグ　1,080

NEW

仏生山の森ガーデンで採れた
ハーブのバターと特製レモン醤油

Seasonal

※ハンバーグは 180ｇです。

 hamburgerSteak &Kiln-baked

窯焼きハンバーグ・ステーキ窯焼きハンバーグ・ステーキ



窯焼きハンバーグ
　＆味豊豚ステーキ　 1,480

かま

窯焼きハンバーグ
　　＆鶏肉ステーキ      1,380

窯焼きハンバーグ
　　＆ローストビーフ　1,800

かま

かま

グラタンハンバーグ
    4 種チーズ入りソーセージ　1,480

グラタンハンバーグ  Special
　　　　（ロブスター半身付）　2,500

グラタンハンバーグ
    チーズフォンデュ風　 1,200

窯焼きスタンダードハンバーグ　 980
かま

saucegratin

sauceStandardIsoya
五十八スタンダード ハンバーグ

グラタンソース

オススメ！オススメ！

80ｇ

100ｇ

100ｇ

ハンバーグ

希少糖が入った
 オニオンソース付き

※各種ハンバーグ  +600円で　　　ハンバーグできます。
ダブル

W



和風おろしポン酢　980

グリーンカレーハンバーグ　1,280

てりやき温卵ハンバーグ　980

デミグラス Special
　　エビフライ 2本付き　1,400

窯焼きデミグラスハンバーグ　1,080
かま

3 種チーズ
デミグラスハンバーグ　1,380

Demi-glacesauce
デミグラスソース

和風・カレーソースハンバーグ

女性に人気

※各種ハンバーグ  +600円で　　　ハンバーグできます。
ダブル

W

&
Japanese style

curry sauce

辛っ！

味豊豚のロースステーキ　1,500

高瀬町みどりが丘養豚場の国産ブランド肉

ヘルシー国産鶏むね肉の一枚ステーキ　1,400
仏生山ガーデンのハーブでマリネ、
　　低温調理し一気に窯で焼き上げました。

国産肉ステーキ
食べて満足

300ｇ
250～300ｇ

ハンバーグ

Domestic meat
   steak
Domestic meat
   steak

希少糖が入った
 オニオンソース付き



自家製ベーコン＆窯焼き野菜サラダ　800

鶏ハム カプレーゼ サラダ
　　　　　　　　 　800

ローストビーフ サラダ　980

・シーザードレッシング
・胡麻ドレッシング
・和風玉ねぎドレッシング

3種よりお好きなドレッシング選べます。

グリーンカレー

五十八カレー（サラダ付）

800

700

ぐらぐら
　ロデオバーガー   1,050

クアトロチーズバーガー
 　　  1,180

フィッシュタルタル
　　バーガー    900

 1,050五十八バーガー五十八バーガー
いそやいそや

ベーコン
目玉焼き
玉ねぎ
チーズ
トマト
レタス
パティ

オニオンリング
タワーに

　　　　びっく
り！！オニオンリング
タワーに

　　　　びっく
り！！

しっかり
　　　食べるサラダ

カレーカレー
ドリンクセット  ＋300

ドリンクセット  ＋300

ドリンクセット ＋300

エビフライ
トンカツ
ハンバーグ
たまご
チーズ

300
400
500
100
200

ト
ッ
ピ
ン
グ

窯焼きパテのハンバーガー窯焼きパテのハンバーガー

パルメザン・ カマンベール
・ゴーダ  チェダーが

　　入った贅沢なバーガー
です。パルメザン・ カマンベール
・ゴーダ  チェダーが

　　入った贅沢なバーガー
です。

NEW

NEW

レモンタルタル
　チキンバーガー　950　

辛っ！

（自家製ルッコラの
　　　グリーンソース付）

ヘルシーパンとスープセット  ＋200

レモンソースでマリネし
た

　　さっぱりチキンを挟
みました。レモンソースでマリネし
た

　　さっぱりチキンを挟
みました。

醤油麹を使ったタルタル
ソ ースを

　はさんだ、大人のバー
ガーです。醤油麹を使ったタルタル
ソ ースを

　はさんだ、大人のバー
ガーです。



炭焼きコーヒー　ホット 　500
　　　　　　　　アイス 　500
有機栽培コーヒー 　　　　520
紅茶　　　　ホット　　　　500
　　　　　　アイス　　　　500
カフェラテ　ホット　　　　620
　　　　　　アイス　　　　620
抹茶ラテ　　ホット　　　　620
　　　　　　アイス　　　　620
ジャスミンティー　ホット　510
　　　　　　　　　アイス　510

苺＆薔薇ジャムソーダ　　　　　600
きいちごジャムソーダ　　　　　570
ブルーベリージャムソーダ　　　570

はちみつレモンソーダ 　　　500

三豊市 丸岡味噌製造所の甘酒
　　　　　　　　ホット　　　　450
　　　　　　　　アイス　　　　450

ペプシコーラ　　　　　　　410
カルピス 　　　　　　　410
オレンジジュース　　　　　410
ジンジャーエール 　　　　410
ミルク　　　ホット　　　　410
　　　　　　アイス　　　　410

「五十八オリジナルジャムソーダ」

ザ・プレミアムモルツ香るエール
ザ・プレミアムモルツ中瓶
サントリー オールフリー

カルロロッシ　赤　　　　　550
カルロロッシ　白　　　　　550

メーカーズマーク　ハイボール　　　　　500
メーカーズマーク　希少糖ハイボール　　520

グラス　620
700
500

ビール

グラスワイン

ハイボール

Beer

Highball

Glass
  Wine

ドリンクドリンク

SpecialSpecial

アルコールアルコール 薔薇の紅茶　ホット　　　　　　600

はちみつレモンソーダ

甘酒

オリジナルドリンクオリジナルドリンク

瀬戸内レモンゼリーソーダ　　　550

五十八オリジナル
　　　　ジャムソーダ

NewNew

仏生山の森ガーデンで採れた


