
お食事メニュー    Others
クッパ
梅クッパ
ビビンバ
石焼きビビンバ
カルビクッパ
カルビ麺
盛岡冷麺
ビビン麺
塩ラーメン
（トッピング：バター・コーン）

醤油ラーメン
もつ煮込み定食
牛トロすじ煮込み定食

¥500 (税込¥550)
¥550 (税込¥605)
¥550 (税込¥605)
¥650 (税込¥715)
¥650 (税込¥715)
¥650 (税込¥715)
¥650 (税込¥715)
¥650 (税込¥715)
¥500 (税込¥550)

各 ¥100 (税込¥110)
¥500 (税込¥550)
¥550 (税込¥605)
¥550 (税込¥605)

ランチメニュー
LUN CH  M ENU

追加のお肉（ハーフサイズ） Half size additional meat
カルビ・ハラミ・ホルモン

豚カルビ・トントロ

鶏もも・すなぎも

牛タン

和牛カルビ・和牛ハラミ

追加のお肉（1人前） 1serving additional meat
焼きすきカルビ

和牛焼きすきカルビ 

各 ¥250 (税込¥275)

各 ¥250 (税込¥275)

各 ¥250 (税込¥275)

¥450 (税込¥495)

各 ¥450 (税込¥495)

¥450 (税込¥495)
¥650 (税込¥715)

サイドメニュー　Side menu
お替わりスープ

白菜キムチ・カクテキ

豆もやしのナムル・韓国のり

おつまみ唐揚げ2個

ミニサラダ・ちょい足しカレー

たまごかけごはんセット
（韓国のり付き）

¥100 (税込¥110)

各 ¥200 (税込¥220)

各 ¥200 (税込¥220)

¥250 (税込¥275)

¥250 (税込¥275)

¥350 (税込¥385)

All sets include rice, kimchi, and soup. (rice upsize for free.)
You can change the rice in the yakiniku set to shredded cabbage.

ランチタイム　11:00～14:00
  ご飯（大盛無料）、キムチ、スープ付
焼肉セットのごはんはきゃべサラに変更できます

Korean style risotto

Plum-flavored Korean style risotto

Korian rice bowl

Korean hot stone rice bowl

Korean style short rib risotto

Short rib noodles 

Morioka cold noodles

Korean spicy mixed noodles

Salt ramen

Topping  :  butter, corn, each one

Ramen

Simmered giblets set

Stewed beef tendon set

Short ribs , outside skirt , giblets, each one

Pork short ribs , fatty pork, each one

Chicken thigh, chicken gizzard, each one

Beef tongue

Wagyu short rib, wagyu outside skirt , each one

Additional soup

Korean style spicy pickled cabbage,Korean style spicy pickled white radish, each one

Bean sprout appetizer, Korean seaweed , each one

2 fried chicken

Mini salad /A little curry

A raw egg on rice with Korean seawead

カルビハラミ焼肉セット カルビ焼肉セット 月見(焼きすき)カルビ¥980
（税込¥1078）

焼肉カルビビビンバセット ¥1180
（税込¥1298）

焼肉カルビ冷麺セット ¥1180
（税込¥1298）

和牛カルビハラミ焼肉セット ¥1680
（税込¥1848）

和牛カルビ焼肉セット ¥1580
（税込¥1738）

月見(焼きすき)和牛カルビ ¥1180
（税込¥1298）

¥880
（税込¥968）

¥880
（税込¥968）Short rib and outside skirt set Short rib  set

Wagyu short rib set

Wagyu short rib and outside skirt set

Short rib sukiyaki set

Wagyu short rib sukiyaki setShort rib and Korean rice bowl  set 

Short rib and 
Korean style cold noodles set

Short rib sukiyaki

Wagyu short rib sukiyaki

お酒メニュー    liquor 
サッポロ樽生（中ジョッキ）
サッポロ黒ラベル（中びん）
エビスビール（中びん）
レモンサワー
ウーロン茶ハイ
ハイボール
サントリー ALL FREE
各種ソフトドリンク
コーヒー(ホット・アイス）/烏龍茶/ペプシコーラ/他

Sapporo druft beer (Medium mug)

Sapporo  beer (Medium bottle)

Ebisu beer (Medium bottle)

Shochu and oolong tea

Lemon shochu sour

Suntory whisky and soda

Suntory Beer (Non alchole)

Soft drink 【coffee (hot / ice) / oolong tea / pepci cola /  ...others】

¥480 (税込¥528)
¥480 (税込¥528)
¥480 (税込¥528)
¥380 (税込¥418)
¥380 (税込¥418)
¥380 (税込¥418)
¥350 (税込¥385)
¥200 (税込¥220)


