
ホルモン
Intestine of Beef / 内脏类

・牛レバー（タレ・塩）
Beef Liver / 牛肝

・牛ホルモン（塩・味噌）
Intestine  / 烤牛肠

キムチ・ナムル
Kimuchi・Namul  / 泡菜类・凉菜类

・白菜キムチ
Chinese Cabbage Kimuchi / 白菜泡菜

・もやしナムル
Bean Sprouts Namul  / 豆芽凉菜

スープ
Soups  / 汤类

・たまごスープ
Egg Soup  / 鸡蛋汤

サラダ
Salad / 沙拉类

・チョレギサラダ
Korean Style Salad  / 韩式生菜沙拉

・グリーンサラダ
Green salad  / 蔬菜沙拉

・ポテトサラダ
potato salad  / 土豆沙拉

〆の一品
 Rice・Noodles / 主食

・焼肉専用ご飯
Rice with Onion Sauce and Seaweed
烤肉专用米饭

・盛岡冷麺
Original Cold Noodle  / 冷面

・ご飯（大・中・小）
Steamed Rice  / 米饭(大・中・小)

・かけうどん
Udon  / 乌冬面

逸 品
Short Orders / 菜肴

・枝豆
Green soybeans  / 毛豆

・冷やしキュウリ
Chilled cucumber  / 黄瓜

・韓国のり
Seasoned Seaweed   / 韩国海苔

・やみつきキャベツ
Addictive cabbage  / 凉拌包菜

・やみつきキャベツ
Addictive cabbage  / 上瘾的卷心菜

・コーンバター
Corn butter  / 黄油烤玉米粒

・にんにくラー油焼き
Grilled garlic chili oil  / 辣椒油烤大蒜

海鮮・焼野菜
Seafoods・Vegetables / 海鲜类・蔬菜

・イカ焼き
Squid / 乌贼

・焼野菜盛り
Assorted vegetables for grilling
什锦烤蔬菜

・玉ねぎ
Onion / 長葱

・ししとう
Sweet Green Pepper  / 青辣椒

・長ネギ
Japanese Leek  / 日本韭菜

・エリンギ
Eryngii mushroom  / 杏鲍菇

タレ・塩・塩ダレ・味噌から
お選びください

タレ

・トントロ
Pork Neck  / 猪颈肉

・シャウエッセン
Special Cheese-in Sausage   / 特制香肠

豚焼肉
Pork Meat / 猪肉类

・バニラアイス
Vanilla Ice cream  / 香草冰淇淋

・ヨーグルトアイス
Yogurt Ice cream  / 酸奶冰淇淋

デザート
Desserts  / 甜点类

カルビ
Short Rib / 小排

・牛カルビ
Short Rib  / 牛小排

・豚カルビ
Pork Short Rib   / 猪小排

タレ

タレ

ハラミ
Outside Skirt  / 横膈膜

・牛ハラミ
Outside Skirt   / 横膈膜

タレ

・鶏モモ
Chicken peach   / 鸡腿肉

鶏焼肉
Chicken Meat / 烤鸡肉

タレ

・黒ウーロンハイ
Shochu with Oolong Tea
乌龙茶兑酒

・レモンサワー
Lemon Sour  / 柠檬沙瓦

・ざくろサワー
Pomegranate Sour 
石榴沙瓦

・柚子サワー
Citron Sour  / 柚子沙瓦

・青りんごサワー
Green Apple Sour
青苹果沙瓦

・オペレーター
White Wine Ginger Ale Split
白葡萄酒＆生姜汽水

・白ワイン
White Wine  / 白葡萄酒

・カルピスサワー
Shochu with Calpis Soda
可爾必思沙瓦

・赤ワイン
Red Wine / 红葡萄酒

・俺の泡(白･ロゼ･甘口)
Sparkling Wine(White, Rosé, Sweet) 
起泡酒(白、桃红、甜)

・キティ
Red Wine Ginger Ale Split
红葡萄酒＆生姜汽水

・コークハイボール
Whiskey with Coca Cola
威士忌＆可乐

・麦焼酎
Shochu made from Barley
小麦烧酒

・芋焼酎
Shochu made from Potato
红薯烧酒

・マッコリ
Makgeolli  / 马格利

・梅酒
Plum Wine  / 梅酒

・日本酒
Japanese Sake
清酒

・生ビール
Draft Beer  / 生啤酒

・ジンジャーハイボール
Whiskey with Ginger Ale
威士忌＆生姜汽水

・俺のハイボール
Whiskey with Soda
威士忌＆苏打

・シャンディガフ
Beer with Ginger Ale
啤酒＆生姜汽水

・ノンアルコールビール
Non-alcoholic Beer
无酒精啤酒

・柚子グリーンティー
Green Tea with Citron
绿茶＆柚子

・エメラルドアップル
Green Apple with Calpis
青苹果＆可爾必思 

・シャーリーテンプル
Pomegranate with Ginger Ale
石榴＆生姜汽水

・黒ウーロン茶
Oolong Tea  / 乌龙茶

・コーラ
Coca Cola   / 可乐

・ジンジャーエール
Ginger Ale   / 生姜汽水

・オレンジジュース
Orange Juice  / 橙汁

・グレープフルーツ
  ジュース
Grapefruit Juice  / 西柚汁

・カルピスウォーター
Calpis  / 可爾必思

・カルピスソーダ
Calpis Soda  / 可爾必思苏打

・メガ炭酸水
Large Carbonated Water
碳酸水大

・ホット柚子茶
Hot Citron Tea
 热柚子茶

ノンアルコール Non-alcoholic / 无酒精饮料

アルコール Alcohol / 酒精饮料

飲み放題も追加できます! ＋1,500円 税込
1,650円( )

3,980円
（税込4,378円）

ライトコース
食べ放題!
50品

幼稚園児以下 無料

小学生 半額

・わかめスープ
Seaweed Soup  / 海带汤



デザート
Desserts  / 甜点类

・バニラアイス
Vanilla Ice cream  / 香草冰淇淋

・ヨーグルトアイス
Yogurt Ice cream  / 酸奶冰淇淋

・俺の焼肉アイス
Vanilla Ice cream with roasted soybean flour
香草烤黄豆粉冰淇淋

ホルモン
  Intestine of Beef / 内脏类

・上ミノ（塩・味噌）
First Stomach  / 上等烤牛肚

・牛レバー（タレ・塩）
Beef Liver / 牛肝

・牛ホルモン（塩・味噌）
Intestine  / 烤牛肠

キムチ・ナムル
Kimuchi・Namul  / 泡菜类・凉菜类

・キムチ盛合せ
Assorted Spicy Pickles:
3 kinds above  / 泡菜三种拼盘

・ぜんまいナムル
Royal Fern Namul  / 蕨菜凉菜

・白菜キムチ
Chinese Cabbage Kimuchi / 白菜泡菜

・カクテキ
Cubed Radish Kimuchi  / 萝卜泡菜

・ごぼうキムチ
Burdock Root Kimuchi  / 牛蒡泡菜

・ナムル盛合せ
Assorted Namuls: 4 kinds above
凉菜四种拼盘

・もやしナムル
Bean Sprouts Namul  / 豆芽凉菜

・大根ナムル
Radish Namul  / 萝卜丝凉菜

・ほうれん草ナムル
Spinach Namul   / 菠菜凉菜

スープ
Soups  / 汤类

・たまごスープ
Egg Soup  / 鸡蛋汤

・わかタマスープ
Egg & Seaweed Soup
鸡蛋海带汤

・わかめスープ
Seaweed Soup  / 海带汤

サラダ
  Salad / 沙拉类

・サンチュ
Lettuce For Lapped  /  生菜叶

・チョレギサラダ
Korean Style Salad  / 韩式生菜沙拉

・グリーンサラダ
Green salad  / 蔬菜沙拉

・ポテトサラダ
potato salad  / 土豆沙拉

・バンバンジーサラダ
Bon bon chicken salad  / 棒棒鸡沙拉

・よだれ鶏サラダ
Chicken in very spicy sause salad  /  口水鸡沙拉

〆の一品
 Rice・Noodles / 主食

・焼肉専用ご飯
Rice with Onion Sauce and Seaweed
烤肉专用米饭

・盛岡冷麺
Original Cold Noodle  / 冷面

・ビビンバ
Bibimbap: Seasoned Vegetables
Over Rice   / 韩国拌饭

・クッパ
Gukbap: Korean Style Egg Rice Soup
汤泡饭

・ご飯（大・中・小）
Steamed Rice  / 米饭(大・中・小)

・かけうどん
Udon  / 乌冬面

・肉うどん
Udon with meat  / 肉乌冬面

・石焼ビビンバ
Hot Stone Bibimbap  / 石锅拌饭

逸 品
 Short Orders / 菜肴

・枝豆
Green soybeans  / 毛豆

・冷やしキュウリ
Chilled cucumber  / 黄瓜

・韓国のり
Seasoned Seaweed   / 韩国海苔

・やみつきキャベツ
Addictive cabbage  / 上瘾的卷心菜

・やみつきキャベツ
Addictive cabbage  / 凉拌包菜

・生メンマ
Spiced Bamboo Shoots  / 辣麺麻

・コーンバター
Corn butter  / 黄油烤玉米粒

・にんにくラー油焼き
Grilled garlic chili oil  / 辣椒油烤大蒜

海鮮・焼野菜
 Seafoods・Vegetables / 海鲜类・蔬菜

・イカ焼き
Squid / 乌贼

・焼野菜盛り
Assorted vegetables for grilling
什锦烤蔬菜

・玉ねぎ
Onion / 長葱

・ししとう
Sweet Green Pepper  / 青辣椒

・長ネギ
Japanese Leek  / 日本韭菜

・エリンギ
Eryngii mushroom  / 杏鲍菇

・ジャンボしいたけ
Jumbo Shiitake mushroom / 大香菇

ハラミ
Outside Skirt  / 横膈膜

・牛ハラミ
Outside Skirt   / 横膈膜

タレ

・黒毛和牛赤身部位
Wagyu Lean meat  / 和牛瘦肉

タレ

牛焼肉
Beef Meat / 烤牛肉

・黒毛和牛カルビ
Wagyu Short Rib  / 和牛小排

タレ

・牛カルビ
Short Rib  / 牛小排

タレ ・黒毛和牛切り落し
Wagyu trimmed meat   / 和牛切块

タレ

タレ・塩・塩ダレ・味噌から
お選びください

タレ

・豚カルビ
Pork Short Rib   / 猪小排

・トントロ
Pork Neck  / 猪颈肉

・シャウエッセン
Special Cheese-in Sausage   / 特制香肠

豚焼肉
Pork Meat / 猪肉类

タレ

・鶏モモ
Chicken peach   / 鸡腿肉

鶏焼肉
Chicken Meat / 烤鸡肉

タレ

・俺の焼肉プリン
Cream pudding
奶油布丁

4,980円
（税込5,478円）

食べ放題!
和牛

幼稚園児以下 無料

小学生 半額

黒毛

・自家製トリュフアイス
Truffle ice cream  / 松露冰淇淋

俺の焼肉コース



ホルモン
Intestine of Beef / 内脏类

・上ミノ（塩・味噌）
First Stomach  / 上等烤牛肚

・牛レバー（タレ・塩）
Beef Liver / 牛肝

・牛ホルモン（塩・味噌）
Intestine  / 烤牛肠

キムチ・ナムル
Kimuchi・Namul  / 泡菜类・凉菜类

・キムチ盛合せ
Assorted Spicy Pickles:
3 kinds above  / 泡菜三种拼盘

・ぜんまいナムル
Royal Fern Namul  / 蕨菜凉菜

・白菜キムチ
Chinese Cabbage Kimuchi / 白菜泡菜

・カクテキ
Cubed Radish Kimuchi  / 萝卜泡菜

・ごぼうキムチ
Burdock Root Kimuchi  / 牛蒡泡菜

・ナムル盛合せ
Assorted Namuls: 4 kinds above
凉菜四种拼盘

・もやしナムル
Bean Sprouts Namul  / 豆芽凉菜

・大根ナムル
Radish Namul  / 萝卜丝凉菜

・ほうれん草ナムル
Spinach Namul   / 菠菜凉菜

・たまごスープ
Egg Soup  / 鸡蛋汤

・わかタマスープ
Egg & Seaweed Soup
鸡蛋海带汤

・わかめスープ
Seaweed Soup  / 海带汤

・ユッケジャンスープ
Yukgaejang soup (spicy beef soup)
韩国辣醤汤

サラダ
Salad / 沙拉类

・サンチュ
Lettuce For Lapped  /  生菜叶

・チョレギサラダ
Korean Style Salad  / 韩式生菜沙拉

・グリーンサラダ
Green salad  / 蔬菜沙拉

・ポテトサラダ
potato salad  / 土豆沙拉

・バンバンジーサラダ
Bon bon chicken salad  / 棒棒鸡沙拉

・よだれ鶏サラダ
Chicken in very spicy sause salad  /  口水鸡沙拉

・豚しゃぶサラダ
Pork Sesame dressing Salad  /   猪肉芝麻酱沙拉

・シーザーサラダ
Caesar salad  / 凯撒沙拉

〆の一品
 Rice・Noodles / 主食

・焼肉専用ご飯
Rice with Onion Sauce and Seaweed
烤肉专用米饭

・盛岡冷麺
Original Cold Noodle  / 冷面

・ビビンバ
Bibimbap: Seasoned Vegetables
Over Rice   / 韩国拌饭

・クッパ
Gukbap: Korean Style Egg Rice Soup
汤泡饭

・ご飯（大・中・小）
Steamed Rice  / 米饭(大・中・小)

・かけうどん
Udon  / 乌冬面

・肉うどん
Udon with meat  / 肉乌冬面

・石焼ビビンバ
Hot Stone Bibimbap  / 石锅拌饭

・チーズ石焼ビビンバ
Cheese Hot Stone Bibimbap
芝士石锅拌饭

・ユッケジャンクッパ
Yukgaejang Gukbap: spicy rice soup 
topped with beef  / 韩国辣酱泡饭

・ユッケジャンうどん
Korean Style Spicy Udon
韩国辣酱乌冬面

・バニラアイス
Vanilla Ice cream  / 香草冰淇淋

・ヨーグルトアイス
Yogurt Ice cream  / 酸奶冰淇淋 ・俺の焼肉プリン

Cream Pudding
奶油布丁

・俺の焼肉アイス
Vanilla Ice cream with Roasted Soybean Flour
香草烤黄豆粉冰淇淋

・自家製トリュフアイス
Truffle Ice cream  / 松露冰淇淋

逸 品
Short Orders / 菜肴

・枝豆
Green soybeans  / 毛豆

・冷やしキュウリ
Chilled cucumber  / 黄瓜

・韓国のり
Seasoned Seaweed   / 韩国海苔

・やみつきキャベツ
Addictive cabbage  / 上瘾的卷心菜

・やみつきキャベツ
Addictive cabbage  / 凉拌包菜

・生メンマ
Spiced Bamboo Shoots  / 辣麺麻

・コーンバター
Corn butter  / 黄油烤玉米粒

・にんにくラー油焼き
Grilled garlic chili oil  / 辣椒油烤大蒜

・チャンジャ
Spicy Cod Innards  / 辣拌鳕鱼内脏

海鮮・焼野菜
Seafoods・Vegetables / 海鲜类・蔬菜

・イカ焼き
Squid / 乌贼

・焼野菜盛り
Assorted vegetables for grilling
什锦烤蔬菜

・玉ねぎ
Onion / 長葱

・ししとう
Sweet Green Pepper  / 青辣椒

・長ネギ
Japanese Leek  / 日本韭菜

・エリンギ
Eryngii mushroom  / 杏鲍菇

・ジャンボしいたけ
Jumbo Shiitake mushroom / 大香菇

・大海老
Prawn / 大虾一只

・九条ネギ牛タン
Beef Tongue with Kujo-green onion
九条葱花牛舌

・厚切りスパイシータン
Thick Spicy Beef Tongue   / 麻辣厚片牛舌

・牛タン
Beef Tongue  / 盐味牛舌

・ねぎ塩牛タン
Beef Tongue w/ Green Onion
盐味葱花牛舌

・国産タン切り落とし
Premium Trimmed Beef Tongue  / 国产薄切牛舌

ハラミ
Outside Skirt  / 横膈膜

・牛ハラミ
Outside Skirt   / 横膈膜

・豚カルビ
Pork Short Rib  / 猪小排

・トントロ
Pork Neck  / 猪颈肉

・シャウエッセン
Special Cheese-in Sausage   / 特制香肠

豚焼肉
Pork Meat / 猪肉类

・鶏モモ
Chicken peach   / 鸡腿肉 

鶏焼肉
Chicken Meat / 烤鸡肉

牛焼肉
Beef Meat / 烤牛肉

・黒毛和牛赤身部位
Wagyu Lean meat  / 和牛瘦肉

・黒毛和牛上カルビ
Special Boneless Beef Short Rib  / 上等牛小排

・黒毛和牛カルビ
Wagyu Short Rib  / 和牛小排

・牛カルビ
Short Rib  / 牛小排

・黒毛和牛切り落し
Wagyu trimmed meat   / 和牛切块

タレ・塩・塩ダレ・味噌からお選びくださいタレ

スープ
Soups  / 汤类

タレ

タレ

タレ

タレ

タレ

タレ

タレ

タレ

デザート
Desserts  / 甜点类

幼稚園児以下 無料

小学生 半額5,980円
（税込6,578円）

プレミアムコース
食べ放題!

黒毛和牛
＋希少部位



①ラストオーダーは80分後です。
②お持ち帰りは出来ません。
　 食べ残しがある場合、罰金が科せられる可能性がありますので
　 予めご了承ください。

③1回の注文でお1人様２オーダーまでとさせて頂きます。
 　それ以上のご注文の場合、提供できない場合がございますのでご了承ください。

④デザートの注文は1回の注文に付きお席の人数分とさせて頂きます。

⑤飲み放題も別途追加する事が出来ます。
　 80分ラストオーダー1,500円となります。

⑥食べ放題、飲み放題の延長は出来ませんのであらかじめご了承ください。

食べ放題のルール

① 最后的点菜时间是80分钟后。

② 不能打包带走。如果有大量剩饭，按量罚款。

③ 一次点菜毎位限于俩道菜。

④ 甜品每一次点菜毎位限于一个。

⑤ 您还可以添加无限量饮品。最后的点酒时间是80分钟后，每位1500日元。

吃到饱的规则

⑥ 吃到饱和无限量饮品不能延长时间。

① Time limit for both all-you-can-eat and all-you-can-drink
     is 80MINUTES 

③ You can order 2 items per order

④ You can order dessert one per person

⑤ All you-can-drink can be added separately for 1,500 yen

② You cannot take it home Please note that you may be fined
     if you have leftover food

EAT ALL YOU CAN RULES

⑥ Please note that all-you-can-eat and all-you-can drink cannot
     be extended


