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株式会社サイゼリヤ 

 
 
 
 

 

イタリアンレストラン「サイゼリヤ」を展開する株式会社サイゼリヤ（埼玉県吉川市 代表取締役社長：堀埜一成）は、 

新しい生活様式を視野に入れて、2020 年 7 月 1 日(水)にグランドメニューを改定いたします。 

 

■価格改定 

グランドメニュー税込価格の末尾は 00 円または 50 円に統一し、接触機会を減らして新しい生活様式への対応をし

てまいります。端数がない価格設定で１円、5 円、10 円硬貨の使用を減らします。それにより取扱い硬貨 80％削減

を目指します。（例 399 円（税込）→400 円（税込）、169 円（税込）→150 円（税込）など） 

導入が遅れていたキャッシュレス決済を、8 月より順次展開してまいります。 

 

■スパゲッティ大盛り 

ランチメニューで好評だった 1.5 倍大盛りスパゲッティをグランドメニューでも販売いたします。少し量が物足りないお

客様のご利用をぜひおすすめいたします。 

 

■調味料の拡充 

アロスティチーニで好評だったオリジナルスパイスを「やみつきスパイス」として 50 円（税込）、 

フルーツソース（カシス＆ブルーベリー）100 円（税込）が店内でご利用いただけます。 

そのほか、サイゼリヤのオリジナルホットソースなどがございますので店内でご自由にご利用ください。 

サイゼリヤならではの組み合わせで、お食事をお楽しみください。 

 

 

※新グランドメニュー税込価格は別紙を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社サイゼリヤ 〒342-0008 埼玉県吉川市旭 2-5 

総務部 広報担当 儀間  TEL 050-5537-4088  E-mail S.Gima@saizeriya.co.jp 

株式会社サイゼリヤ  News release200623 

News release 

7 月 1 日グランドメニュー改定 

～新しい生活様式を視野に入れての改定～ 



グランドメニュー価格表（2020年7月1日～）

サラダ 小エビのサラダ 350 ピザ マルゲリータピザ 400
サラダ わかめとオクラのサラダ 350 ピザ 野菜ときのこのピザ 400
サラダ チキンとブロッコリーのサラダ 350 ピザ バッファローモッツアレラのピザ 500
サラダ 彩りイタリアンサラダ 350 ピザ パンチェッタのピザ 400
サラダ 小エビのサラダ　Lサイズ 500 ピザ 半熟卵のパンチェッタのピザ 450
サラダ わかめとオクラのサラダ　Lサイズ 500 ピザ アンチョビとルーコラのピザ 400
サラダ チキンとブロッコリーのサラダ　Lサイズ 500 ピザ たっぷりコーンのピザ 400
サラダ 彩りイタリアンサラダ　Lサイズ 500 ピザ たらこクリームのピザ 400
前菜 柔らか青豆の温サラダ 200 ピザ (Tチーズ)マルゲリータピザ 500
前菜 ペコリーノチーズの柔らか青豆の温サラダ 300 ピザ (Tチーズ)野菜ときのこのピザ 500
前菜 ほうれん草のソテー 200 ピザ (Tチーズ)バッファローモッツアレラのピザ 600
前菜 半熟卵のほうれん草のソテー 250 ピザ (Tチーズ)パンチェッタのピザ 500
前菜 アスパラガスの温サラダ 250 ピザ (Tチーズ)半熟卵のパンチェッタのピザ 550
前菜 ミニキュウリのピクルス 200 ピザ (Tチーズ)アンチョビとルーコラのピザ 500
前菜 ムール貝のガーリック焼き 400 ピザ (Tチーズ)たっぷりコーンのピザ 500
前菜 チョリソー 400 ピザ (Tチーズ)たらこクリームのピザ 500
前菜 辛味チキン 300 米料理 エビと野菜のトマトクリームリゾット 400
前菜 エスカルゴのオーブン焼き 400 米料理 ハヤシ&ターメリックライス 500
前菜 ポップコーンシュリンプ 300 米料理 半熟卵のハヤシ&ターメリックライス 550
前菜 フリウリ風フリコ 300 米料理 シーフードパエリア 600
前菜 アンチョビのフリコ 400 肉料理 ハンバーグステーキ 400
前菜 アロスティチーニ（ラムの串焼き） 400 肉料理 ディアボラ風ハンバーグ 500
前菜 Wサイズ アロスティチーニ（ラムの串焼き） 800 肉料理 デミグラスソースのハンバーグ 500
前菜 フレッシュチーズとトマトのサラダ 300 肉料理 イタリアンハンバーグ 500
前菜 プロシュート 400 肉料理 若鶏のディアボラ風 500
前菜 熟成ミラノサラミ 300 肉料理 柔らかチキンのチーズ焼き 500
前菜 Wサイズのフレッシュチーズとトマトのサラダ 600 肉料理 グリルチキン&ハンバーグ 600
前菜 Wサイズのプロシュート 800 肉料理 チキン&ハンバーグのディアボラ風 700
前菜 Wサイズの熟成ミラノサラミ 600 肉料理 チーズのせチキン＆ハンバーグ 700
前菜 ペコリーノ・ロマーノ 100 肉料理 チョリソーと若鶏の盛合せ 600
前菜 トッピング半熟卵 50 肉料理 リブステーキ 1,000
前菜 トッピングチーズ 100 デザート シナモンプチフォッカ 200
前菜 野菜ペースト 100 デザート ミルクアイスのせシナモンプチフォッカ 350
前菜 ガルムソース&野菜ペースト 150 デザート ミルクジェラート 200
前菜 やみつきスパイス 50 デザート すっきりレモンのシャーベット 200
前菜 フルーツソース(カシス&ブルーベリー) 100 デザート イタリアンプリン 250
前菜 スパイシーフリコ 350 デザート コーヒーゼリー 300
スープ コーンクリームスープ 150 デザート チョコレートケーキ 300
スープ 冷たいパンプキンスープ 150 デザート トリフアイスクリーム 350
スープ たまねぎのズッパ 300 デザート アマレーナ 200
スープ ミネストローネロッソ 300 デザート プリンとアマレーナの盛り合わせ 400
ドリア・グラタン ミラノ風ドリア 300 デザート ティラミス　クラシコ 300
ドリア・グラタン 半熟卵のミラノ風ドリア 350 デザート とろけるティラミス＆コーヒーゼリー 400
ドリア・グラタン いろどり野菜のミラノ風ドリア 400 デザート プリンとティラミス クラシコの盛合せ 500
ドリア・グラタン チーズたっぷりミラノ風ドリア 400 デザート いちごソースのパンナコッタ 300
ドリア・グラタン ほうれん草のグラタン 400 デザート ブラッドオレンジのパンナコッタ 400
ドリア・グラタン エビクリームグラタン 400 デザート ティラミスクラシコ ファミリーサイズ(6人分) 1,800
スパゲッティ タラコソースシシリー風 400 ワイン 白グラスワイン 100
スパゲッティ カルボナーラ 500 ワイン 白デカンタ小 200
スパゲッティ ミートソースボロニア風 400 ワイン 白デカンタ大 400
スパゲッティ イカの墨入りスパゲッティ 500 ワイン 白マグナム1.5L 1,100
スパゲッティ 半熟卵のミートソース 450 ワイン 赤グラスワイン 100
スパゲッティ パルマ風スパゲッティ 400 ワイン 赤デカンタ小 200
スパゲッティ アラビアータ 400 ワイン 赤デカンタ大 400
スパゲッティ ペペロンチーノ 300 ワイン 赤マグナム1.5L 1,100
スパゲッティ アーリオ・オーリオ 300 ワイン ランブルスコ（ロゼ） 1,100
スパゲッティ エビとブロッコリーのオーロラソース 500 ワイン ベルデッキオ 1,100
スパゲッティ ペストジェノベーゼ 500 ワイン キャンティ 1,100
スパゲッティ フレッシュトマトのスパゲッティ 500 ワイン キャンティルフィーナ 2,200
スパゲッティ 大盛りスパ（タラコソースシシリー風 600 ワイン ランブルスコセッコ 1,100
スパゲッティ 大盛りスパ（カルボナーラ 700 ワイン ドン　ラファエロ 1,100
スパゲッティ 大盛りスパ（ミートソースボロニア風 600 ワイン ラコンブリッコラ(グラス) 300
スパゲッティ 大盛りスパ（イカの墨入りスパゲッティ 700 飲み物 セットドリンクバー 200
スパゲッティ 大盛りスパ（パルマ風スパゲッティ 600 飲み物 単品ドリンクバー 300
スパゲッティ 大盛りスパ（アラビアータ 600 飲み物 キッズドリンクバー 100
スパゲッティ 大盛りスパ（ペペロンチーノ 450 アルコール ジョッキ 400
スパゲッティ 大盛りスパ（アーリオ・オーリオ 450 アルコール グラスビール 300
スパゲッティ 大盛りスパ（エビとブロッコリーのオーロラソース 700 アルコール ストロングゼロダブルレモン 350
スパゲッティ 大盛りスパ（ペストジェノベーゼ 700 アルコール オールフリー 250
スパゲッティ 大盛りスパ（フレッシュトマトのスパゲッティ 700 テイクアウト TOドレッシング 500
パン・ライス セットプチフォッカ 100 テイクアウト TOオリーブオイル 850
パン・ライス プチフォッカ 150 キッズ おこさまポップコーンシュリンプ 150
パン・ライス ミニフィセル(パン) 150 キッズ おこさまポテト 100
パン・ライス ガーリックトースト 200 キッズ おこさまミートスパゲッティ 300
パン・ライス ライス 150 キッズ おこさまタラコスパゲッティ 300
パン・ライス ラージライス 200 キッズ おこさまセット(タラコ) 500
パン・ライス スモールライス 100 キッズ おこさまセット(ミート) 500
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