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Motobu beef is produced in the great 
nature of Yanbaru,
where comfortable mineral-rich breeze 
blows from beautiful Okinawan sea.
This soft, sweet and delicious meat has 
more unsaturated fatty acid because of 
our original fermented feed containing 
fiber-rich beer lees and lactobacillus.
Motobu Bokujo is carefully producing 
beef with our motto "Safe and secure."

沖
縄
こ
だ
わ
り
黒
毛
和
牛

Okinawan selected black hair wagyu

富含礦物質成分，受美麗海水風拂，在山原
（Yanbaru）大自然中
培育而出的牛【本部牛（Motobugyu）】。蘊含
豐富纖維質的
酒槽內添加乳酸菌，製出獨家發酵飼料並以
此餵養，成就了
不飽和脂肪增多、柔嫩甘甜的美味牛肉。
我們本部牧場（MotobuBokujo）以安心、安
全為宗旨，採用最嚴格標準，精心生產。

精心培育沖繩黑毛和牛

M
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te
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griculture and Fisheries aw

ard農林
水産大臣賞

榮獲農林水產大臣獎

予告なくメニュー及び価格の変更を致します。ご了承ください。
PLEASE NOTE THAT WE MAY CHANGE THE PRICE OF OUR 
MENU WITHOUT NOTICE.
菜單內容以後可能會根據情況有所改變，敬請諒解。

RESTAURANT

焼肉

もとぶ牧場
Homepage

焼肉もとぶ牧場
facebook



上タン塩 US産 ………………………… ￥2,200

厚切り特上タン塩 US産 ……………… ￥3,900

タン焼き
Grilled Beef Tongue　 
烤牛舌　 烤牛舌　 우설구이

Special salted tongue from U.S.　 美国产上等盐味牛舌

美國產上等鹽味牛舌　 스페셜 소혀 소금구이 (미국산)

Special salted tongue from U.S. with green onion (Limited supply)
上等葱味牛舌（ 数量限定）　 上等蔥味牛舌（ 數量限定）　 

두껍게 자른  프리미엄 소금구이소 혀 (미국산)  한정 수량

数量限定

オ

スス
メ・推薦

希少

topping　 配料　配料　 토핑トッピング

　ネギ塩………………………………………… ¥300
Salted scallion　 咸味葱花　咸味蔥花　 파 소금



焼肉

もとぶ牛特上カルビ
Motobu beef premium short rib 

本部牛特上級雪花肉　 本部牛特上級雪花肉
모토부  소고기 프리미엄 갈비

Yakiniku barbecue
烤肉　烤肉　바베큐

ロース

　もとぶ牛特上ロース ¥3,800

　もとぶ牛上ロース……¥2,800

　もとぶ牛ロース ……¥1,600

カルビ

　もとぶ牛特上カルビ…¥3,800

　もとぶ牛上カルビ……¥2,600

　もとぶ牛カルビ ……¥1,500

モモ

　もとぶ牛もも ………¥1,500

　もとぶ牛壺漬け ……¥1,600

Motobu beef premium loin　 本部牛特上級里脊肉　 
本部牛特上級裡脊肉　 모토부  소고기 프리미엄 등심

Motobu beef special loin　 本部牛上等里脊肉　 
本部牛上等裡脊肉　 모토부  소고기 스페셜 등심

Motobu beef loin　 本部牛里脊肉　 
本部牛裡脊肉　 모토부  소고기  등심

Motobu beef premium short rib　 本部牛特上級雪花肉　 
本部牛特上級雪花肉　 모토부  소고기 프리미엄 갈비

Motobu beef special short rib　 本部牛上等雪花肉　 
本部牛上等雪花肉　 모토부  소고기 스페셜 갈비

Motobu beef short rib　 本部牛雪花肉　 
本部牛雪花肉　 모토부  소고기 갈비

Motobu beef round　 本部牛大腿肉　 
本部牛大腿肉　 모토부  소고기 뭉치살

Motobu beef marinated in  a pot　 本部牛壶漬牛肉　 
本部牛壺漬牛肉　 항아리 모토부  소고기

■もとぶ牛 焼肉
Motobu Beef Barbecue　本部牛 烤肉　本部牛 烤肉　모토부 소고기 바베큐

Loin　里脊肉　裡脊肉　등심

Short rib　雪花肉　雪花肉　갈비

Round　大腿肉　大腿肉　뭉치살

山原豚ロース …………¥1,000

山原豚バラ ……………¥1,100

Yanbaru pork loin　 山原猪里脊肉　 
山原豬裡脊肉　 얀바루 돼지고기 등심

Yanbaru pork belly　 山原猪五花肉　 
山原豬五花肉　 얀바루 삼겹살

■豚・鶏
Pork/Chicken　猪肉 / 鸡肉 　豬肉 / 雞肉　돼지고기·닭고기

もとぶ牛辛口ウインナー…¥900

ポークウインナー ………¥700

Motobu beef spicy sausage　 本部牛辣味香肠　 
本部牛辣味香腸　 모토부  소고기 매운 소세지

Pork sausage　 猪肉香腸　 
豬肉香腸　 돼지고기 소세지

■ウインナー
Sausage　香腸 　香腸　소세지

Salt flavors are also available.
可提供各种咸味　 可提供各種鹽味
모든 메뉴는 소금구이로 변경가능합니다.

各種塩味も承ります。



もとぶ牛ミスジ焼きすき
Motobu beef top blade yakisuki (with raw egg)

本部牛板腱寿喜烧　 本部牛板腱寿喜烧
모토부  소고기 부챗살 야키스키 with 날계란

もとぶ牛サーロイン
Motobu beef sirloin　本部牛上腰肉

本部牛上腰肉　모토부  소고기 채끝살

焼肉
Yakiniku barbecue
烤肉　烤肉　바베큐

Salt flavors are also available.
可提供各种咸味　 可提供各種鹽味
모든 메뉴는 소금구이로 변경가능합니다.

各種塩味も承ります。

■もとぶ牛 希少部位
Motobu beef Rare part　本部牛稀少部位　本部牛稀少部位　모토부  소고기 특수 부위

マルチョウ（小腸） …… ￥800

シマチョウ（大腸）…… ￥800

上ミノ（第１の胃）…… ￥1,000

レバー（肝臓） ……… ￥900

ホルモン盛合せ
（日替わり） ………… ￥1,600

■ホルモン
Offal (Organ) 　内脏 　內臟　특수부위(내장류)

Marucho (small intestine)　 
牛小肠　 牛小腸　 소장

Shimacho （large intestine)　 
牛大肠　 牛大腸　 대장

Special Mino (First stomach)　 上等牛肚（第一胃）　 
上等牛肚（第一胃）　 특양(소의 첫번째 위부위)

Liver　 牛肝　 牛肝　 간

もとぶ牛ヒレ …………¥5,600

もとぶ牛サーロイン……¥4,800

もとぶ牛ハラミ ………¥3,500

もとぶ牛ミスジ焼肉……¥3,200

もとぶ牛ミスジ焼きすき ¥3,200

Motobu beef tenderloin　 本部牛柳肉　 
本部牛菲力　 모토부  소고기 안심

Motobu beef sirloin　 本部牛上腰肉　 
本部牛上腰肉　 모토부  소고기 채끝살

Motobu beef outside skirt　 本部牛橫隔膜肉　 
本部牛橫隔膜肉　 모토부  소고기 안창살

Motobu beef top blade barbecue　 本部牛板腱烤肉　 
本部牛板腱烤肉　 모토부  소고기 부챗살 바베큐

Motobu beef top blade yakisuki (with raw egg)　 
本部牛板腱寿喜烧　 本部牛板腱寿喜烧　 
모토부  소고기 부챗살 야키스키 with 날계란

希少

Assorted offal (Daily Special)　 內脏拼盤（每日更换）　 
內臟拼盤（每日更換）　 내장부위 모듬（오늘의 스페셜）



Assorted Barbecue Meat
烤肉拼盘　烤肉拼盤　바베큐 고기 모둠

焼肉盛合せ

The contents of the assortment may change depending on the availability of the meat.
根据肉类进货情况拼盘内容会有所变化　 根據肉類進貨情況拼盤內容會有所變化
고기 수급 상황에 따라 모둠 구성이 달라질 수 있습니다. 

お肉の入荷状況により盛合せ内容が変わる場合がございます。

もとぶ牛食べ比べ（１人前）…………………… ￥4,000
Motobu beef taste-test (for 1 person)　本部牛肉之比比哪种更好吃 (1 人份 )
本部牛肉之比比哪種更好吃 (1 人份 )　모토부 소고기 taste tester （1인분）

・特上ロース　・特上カルビ　・上ロース
・上カルビ　   ・ロース　　　・カルビ　
・もも　　　　・本日の一品

Premium loin, Premium short rib, Special loin, 
Special short rib, Loin, Short rib, Thigh, Daily dish
特上級里脊肉 , 特上級雪花肉 , 上等里脊肉 , 上等雪花肉 , 
里脊肉 , 雪花肉 , 腿肉 , 今日逸品料理
特上級裡脊肉 , 特上級雪花肉 , 上等裡脊肉 , 上等雪花肉 , 
裡脊肉 , 雪花肉 , 腿肉 , 今日逸品料理
프리미엄 등심, 프리미엄 갈비, 스페셜 등심, 스페셜 갈비, 
등심, 갈비, 뭉치살, 일일 메뉴

もとぶ牛得盛（２～３人前） …………………… ￥8,000
Motobu beef value selection（２～３people）　超值大份本部牛肉 （2 ～ 3 人份）
超值大份本部牛肉 （2 ～ 3 人份）　모토부 소고기 곱빼기（2-3인분）

・上ロース　・上カルビ　・ロース
・カルビ　　・モモ

Special loin, Special Short rib, 
Loin, Short rib, Thigh
上等里脊肉 , 上等雪花肉 , 里脊肉 , 雪花肉 , 腿肉
上等裡脊肉 , 上等雪花肉 , 裡脊肉 , 雪花肉 , 腿肉
스페셜 등심, 스페셜 갈비, 등심,갈비,뭉치살



もとぶ牧場 焼肉コース
Assorted Barbecue Meat 　本部牧场 烤肉套餐　
本部牧場 烤肉套餐　모토부 목장 바베큐 코스

もとぶ牧場特選コース（１人前）……………… ￥7,000
Motobu farm special selection course (1 person)　本部牧场　特选套餐（1 位）
本部牧場　特選套餐 (1 位 )　모토부 목장 스페셜 코스 （1인분）

・上タン　・豚バラ　・上カルビ　　　・上ロース　・ミスジ　・ウインナー
・おまかせホルモン　・キムチ盛合せ　・ナムル　　・サラダ菜のサラダ　
・上ミノ湯引き刺し　・ライスセットor冷麺

Special tongue, Pork belly, Special short rib, Special loin, Top blade, Sausage, Chef's special offal, 
Assorted Kimchi, Namul, Salad greens with sesame and soy sauce, Parboiled special mino sashimi, 
Rice set or cold noodles
上等牛舌 , 五花肉 , 上等雪花肉 , 上等雪花肉 , 牛板腱 , 香腸 , 本店任选内脏 , 韩式泡菜拼盘 , 韩式小菜 , 
拌芝麻酱油蔬菜沙拉 , 白灼上等牛肚刺身 , 米饭套餐或冷面
上等牛舌 , 五花肉 , 上等雪花肉 , 上等雪花肉 , 牛板腱 , 香腸 , 本店任選內臟 , 韓式泡菜拼盤 , 韓式小菜 , 
拌芝麻醬油蔬菜沙拉 , 白灼上等牛肚刺身 , 米飯套餐或冷面
스페셜  소 혀, 삼겹살, 스페셜 갈비 , 스페셜등심, ミスジ , 소세지, 쉐프 스페셜 곱창, 쉐프 스페셜 곱창, 나물, 
그린 샐러드 with 참깨와 간장소스, 데친 제일위 회 , 밥 세트 or 냉면

もとぶ牧場コース（１人前）…………………… ￥5,500
Motobu farm course（1 person）　本部牧场　套餐 （1 位）
本部牧場　套餐 （1 位）　모토부 목장 코스（1인분）

・上タン　・豚バラ　・カルビ　・ロース　・モモ　・ウインナー
・おまかせホルモン　・キムチ盛合せ　・ナムル　
・サラダ菜のサラダ　・ライスセットor冷麺

Special tongue, Pork belly, Short rib, Loin, Thigh, Sausage, 
Chef's special offal, Assorted Kimchi, Namul, 
Salad greens with sesame and soy sauce, Rice set or cold noodles
上等牛舌 , 五花肉 , 雪花肉 , 里脊肉 , 大腿肉 , 香腸 , 本店任选内脏 , 韩式泡菜拼盘 , 
韩式小菜 , 拌芝麻酱油蔬菜沙拉 , 米饭套餐或冷面
上等牛舌 , 五花肉 , 雪花肉 , 裡脊肉 , 大腿肉 , 香腸 , 本店任選內臟 , 韓式泡菜拼盤 , 
韓式小菜 , 拌芝麻醬油蔬菜沙拉 , 米飯套餐或冷面
스페셜  소 혀, 삼겹살, 갈비, 등심, 뭉치살, 소세지, 쉐프 스페셜 곱창, 김치 모둠,  나물, 
그린 샐러드 with 참깨와 간장소스, 밥 세트 or 냉면

*from 2 people　* 2 位起订～　* 2 位起訂～　※2인이상
※２人前以上からのご注文

※グラス交換制、飲み残しがない様お願い致します
*Please order another drink after finishing the current glass.
 (Please do not leave a drink unfinished.)
* 杯子交换制，请不要剩余 .　* 杯子交換制，請不要剩餘 .　※다 드신 후 리필가능합니다.

お一人様 ……………￥2,000
オリオンドラフト生、ワイン（赤・白）、酎ハイ、泡盛、ノンアルコールビール、ソフトドリンク
Orion draft on tap, whisky with soda, wine(red/white), fruit cocktail, Okinawa's distilled spirits, 
Japanese distilled spirits, Non-alchol beer, Non-alchol drink 
奧利恩 Draft 生啤、嗨棒、红 酒（红 ·白）、啾嗨、琉球泡盛酒、烧 酒、无 酒精啤酒、无 酒精飲料　

奧利恩 Draft 生啤、嗨棒、紅酒（紅·白）、啾嗨、琉球泡盛酒、燒酒、無酒精啤酒、無酒精飲料　
오리온생맥주, 하이볼, 와인(레드/화이트), 과일칵테일, 아와모리, 일본소주, 무알콜맥주,음료수수

（100分）飲み放題
All you can drink (100min)

无限畅饮（100 分钟）

無限暢飲（100 分鐘）
음료무제한100분 인당

￥2,000/person　￥2,000/ 每位　￥2,000/ 每位



アラカルト
A la carte order
逸品料理　逸品料理　단품

ローストビーフサラダ ……… ￥1,100

シーザーサラダ………………… ￥950

チョレギサラダ ………………… ￥950

Roast beef salad
烤牛肉沙拉　 烤牛肉沙拉　 로스트 비프 샐러드

Caesar salad
凯萨沙拉　 凱薩沙拉　 시져 샐러드

Kotchori salad
韩式生菜沙拉　 韓式生菜沙拉　 겉절이

■サラダ各種
Salad　各种沙拉　各種沙拉　샐러드

白菜キムチ……………………… ￥600

カクテキ………………………… ￥600

オイキムチ ……………………… ￥600

キムチ盛り合わせ ……………… ￥950

ナムル…………………………… ￥800

サンチュ………………………… ￥600

にんにく焼き…………………… ￥500

焼野菜とキノコの盛合せ……… ￥900
(白ネギ,しし唐,かぼちゃ,エリンギ,しいたけ）
※内容を変更する場合がございます

Regular Kimchi　 

辣白菜　 辣白菜　 배추김치

Cubed raddish Kimchi　 

辣萝卜　 辣蘿蔔　 깍두기

Cucumber Kimchi　 

醋渍小黄瓜　 醋漬小黃瓜　 오이김치

Assorted Kimchi　
韩式泡菜拼盘  韓式泡菜拼盤　 김치 모둠

Namul　 

韩式小菜　 韓式小菜　 나물

Korean lettuce　 

韩式生菜　 韓式生菜　 상추

Grilled garlic　
烤大蒜　烤大蒜　구운 마늘

Assorted grilled vegetable and mushroom (Leek, shishito pepper, 
pumpkin, king trumpet mushroom, shiitake mushroom) 
*Contents may change
烤鲜蔬和蘑菇拼盘 ( 白葱、狮子唐辣椒、南瓜、杏鲍菇、香菇 ) * 內容可能会有所变化

烤鮮蔬和蘑菇拼盤 ( 白蔥、獅子唐辣椒、 南瓜、杏鮑菇、香菇 ) * 內容可能會有所變化
구운 야채와 버섯 모둠 (대파,꽈리고추, 호박, 새송이버섯, 표고버섯）※재료가 바뀔 경우도 있습니다.

■漬物・野菜各種
Pickles/Vegetable　各种腌菜 鲜蔬 　各種醃菜·鮮蔬　피클/야채

キムチ盛り合わせ
Assorted Kimchi　

韩式泡菜拼盘  韓式泡菜拼盤　 김치 모둠



アラカルト
A la carte order
逸品料理　逸品料理　단품

海鮮チヂミ ………………… ￥1,500

上ミノ刺し ………………… ￥1,000

Seafood korean pancake
韩式海鮮煎餅　 韓式海鮮煎餅　 해물전전

Special mino sashimi
上等牛肚刺身　 上等牛肚刺身　 제일위 양곱창 회

■一品料理
A la Carte　逸品料理　逸品料理　단품

わかめスープ …… ￥600/小￥350

たまごスープ …… ￥600/小￥350

カルビスープ …… ￥700/小￥450

ユッケジャンスープ ￥700/小￥450

スンドゥブチゲ …………… ￥1,000

冷麺 ……………… ￥950/小￥650

Seaweed soup ￥600/small￥350　 海带汤 ￥600/ 小 ￥350　 

海帶湯 ￥600/ 小￥350　 미역국 ￥600/ 소￥350

Egg drop soup ￥600/small￥350　 鸡蛋 汤 ￥600/ 小 ￥350　 

雞蛋湯 ￥600/ 小 ￥350　 계란스프 ￥600/ 소￥350

Short rib soup ￥700/small￥450　 雪花肉汤 ￥700/ 小 ￥450 　 

雪花肉湯 ￥700/ 小 ￥450　 갈비스프 ￥700/ 소￥450

Yukgaejang (a spicy beef soup) ￥700/small￥450　 

辣牛肉汤 ￥700/ 小 ￥450　 辣牛肉湯 ￥700/ 小 ￥450　 
육계장 ￥700/ 소￥450

Sundubu jigae (Spicy stew of tofu)　 

纯豆腐汤　 純豆腐湯　 순두부찌개

Cold noodle ￥950/small￥650　冷面 ￥950/ 小 ￥650　

冷麵 ￥950/ 小 ￥650　물냉면 ￥950/ 소￥650

■スープ・麺
Soup/Noodle　汤·面 　湯·麵　스프·면류류

冷麺
Cold noodle

冷面　冷麵　물냉면



アラカルト
A la carte order
逸品料理　逸品料理　단품

石焼ビビンバ ……………………… ￥1,100

ビビンバ ……………………￥850/小￥550

もとぶ牛チャーハン ………………… ￥850

クッパ ………………………￥800/小￥500

カルビクッパ ………………￥900/小￥600

ユッケジャンクッパ ………￥900/小￥600

ライス … ￥250    ライス大盛り … ￥350

お子様カレー ………………………… ￥500

韓国のり ……………………………… ￥200

Stone-roasted Bibimbap 
(rice topped with meat, namul and egg cooked in a stone pot)　 
石锅拌饭　 石鍋拌飯　 돌솥 비빔밥

Bibimbap(meat, namul and egg mixed in with rice) ￥850/small￥550
拌饭 ￥850/ 小￥550　 拌飯 ￥850/ 小￥550　 비빔밥 ￥850/ 소￥550

Motobu beef fried rice
本部牛肉炒饭　 本部牛肉炒飯　 모토부소고기볶음밥

Gukbap (rice soup topped with egg and vegetables) ￥800/small￥500
汤泡饭 ￥800/ 小￥500 　 湯泡飯 ￥800/ 小￥500　 국밥 ￥800/ 소￥500

Short rib gukbap ￥900/small￥600　 雪花肉汤泡饭 ￥900/ 小￥600　 

雪花肉湯泡飯 ￥900/ 小￥600　 갈비국밥 ￥900/ 소￥600

Yukgaejang gukbap ￥900/small￥600　 辣牛肉汤泡饭 ￥850/ 小￥550　 

辣牛肉湯泡飯 ￥900/ 小￥600　 육계장국밥 ￥900/ 소￥600

Rice　米饭　米飯　밥　　　　　　  　  Large rice　大碗米饭　大碗米飯　밥 곱빼기

Kids curry and rice
儿童咖喱饭　 兒童咖喱飯　 어린이용 카레

Korean roasted seaweed
韩国海苔　 韓國海苔　 한국김 

■お食事物
Meal　主食　主食　요리

お子様カレー
Kids curry and rice

儿童咖喱饭　兒童咖喱飯　어린이용 카레

ビビンバ
Bibimbap

(meat, namul and egg mixed in with rice)
拌饭　拌飯　비빔밥

もとぶ牛チャーハン
Motobu beef fried rice

本部牛肉炒饭　本部牛肉炒飯
모토부소고기볶음밥



ソフト
ドリンク
Non-alcohol Drink　
无酒精飲料　無酒精飲料　음료수

さんぴん茶 ………………………………￥420

ウーロン茶 ………………………………￥420

コーラ ……………………………………￥450

ジンジャーエール ………………………￥450

オレンジ …………………………………￥450

パイン ……………………………………￥450

アセロラ …………………………………￥450

マンゴー …………………………………￥450

パッション ………………………………￥450

グアバ ……………………………………￥450

アイスティー（ホット/アイス）…………￥420

コーヒー（ホット/アイス）………………￥420

Jasmine tea　冲绳茉莉茶　沖繩茉莉茶　쟈스민차

Oolong tea　乌龙茶　烏龍茶　우롱차

Coke　可乐　可樂　콜라

Ginger ale　姜汁汽水　薑汁汽水　진저엘

Orange　橙汁　柳橙汁　오렌지

Pineapple　凤梨　鳳梨　파인애플

Acerola　櫻桃　櫻桃　아세롤라

Mango　芒果　芒果　망고

Passion fruit　百香果　百香果　페션 프루츠

Guava　石榴　番石榴　구아바

Tea（hot/cold）　冰红茶（热 / 冷）　冰紅茶（熱 / 冷）　홍차（hot/cold）

Coffee（hot/cold）　咖啡（热 / 冷）　咖啡（熱 / 冷）　커피（hot/cold）

■ソフトドリンク
Non-alcohol Drink　无酒精飲料　無酒精飲料　음료수

バニラアイス ……………………………￥320

シークァーサーアイス …………………￥320
Vanilla ice cream　香草冰淇淋　香草冰淇淋　바닐라 아이스크림

Flat lemon ice cream　香檬冰淇淋　香檬冰淇淋　시콰사 아이스크림

■デザート
Dessert　甜点　甜點　디저트



Alcohol　 
酒品　 酒品　 술

お酒

オリオンビール

【生中】 ……………………￥590

【生小】 ……………………￥530

【中瓶】 ……………………￥650

ノンアルコールビール……￥550

アサヒスーパードライ

【中瓶】 ……………………￥540

Orion beer　 奧利恩啤酒　

奧利恩啤酒　 오리온 맥주

【Medium on tap】 【中杯】 【中杯】 【생맥주(중)】

【Small on tap】 【小杯】 【小杯】 【생맥주(소)】

【Medium bottle】 【中瓶】 【中瓶】 【병맥주】

Non-alcohol beer　 無酒精啤酒　 無酒精啤酒　 무알콜맥주

Asahi super dry　 朝日啤酒 super dry 

朝日啤酒 super dry 　 아사히

【Medium bottle】 【中瓶】 【中瓶】 【병맥주】

■ビール
Beer　 啤酒　 啤酒　 맥주

レモン ……………………￥560

パイン ……………………￥560

シークァーサー ………… ¥560

アセロラ …………………￥560

グアバ ……………………￥560

パッション ………………￥560

マンゴー …………………￥560

ウーロン茶ハイ …………￥540

さんぴん茶ハイ …………￥540

Lemon　柠檬　檸檬　레몬

Pineapple　凤梨　鳳梨　파인애플

Flat lemon　香檬　香檬　시콰사 

Acerola　櫻桃　櫻桃　아세롤라

Guava　石榴　番石榴　과바

Passion fruit　百香果　百香果　페션 프루츠

Mango　芒果　芒果　망고

Oolong tea　乌龙茶角嗨　烏龍茶角嗨　우롱하이

Jasmine tea　冲绳茉莉茶角嗨　沖繩茉莉茶角嗨　쟈스민하이

■酎ハイ・サワー
Fruit cocktail　啾嗨　啾嗨　과일 칵테일

梅酒ロック ………………￥600

梅酒ソーダ割り …………￥640
On the rock　梅酒兑冰　梅酒加冰　매실주+얼음

With soda　兑汽水　加汽水　매실주+소다

■梅酒
Plum liquor　梅酒　梅酒　매실주

角ハイボール ……………￥620
Suntory whisky with soda　
角嗨　角嗨　산토리 카쿠하이볼

■ハイボール
Whisky with soda　嗨棒　嗨棒　하이볼



カリテラ　カベルネソーヴィニョン【赤】……………………… ￥3,800

カリテラ　レセルバ・シャルドネ【白】…………………………… ￥3,800

ジネステ　ボルドールージュ【赤】……………………………… ￥3,300

ジネステ　ボルドーブラン【白】………………………………… ￥3,300

ハウスワイン【赤・白】………………………………………………… ￥850

CALITERRA CABERNET SAUVIGNON【red】　 CALITERRA CABERNET SAUVIGNON【红】　

CALITERRA CABERNET SAUVIGNON【紅】　 칼리테라 리제르바 까베르네 소비뇽【레드】

CALITERRA RESERVA CHARDONNAY【white】　 CALITERRA RESERVA CHARDONNAY【白】　

CALITERRA RESERVA CHARDONNAY【白】　 칼리테라 리제르바 샤르도네【화이트】

GINESTET BORDEAUX ROUGE【red】　 GINESTET BORDEAUX ROUGE【红】　

GINESTET BORDEAUX ROUGE【紅】　 지네스떼 보르도 루즈【레드】

GINESTET BORDEAUX BLANC【white】　 GINESTET BORDEAUX BLANC【白】　

GINESTET BORDEAUX BLANC【白】　 지네스떼 보르도 블랑【화이트】

House wine【red/white】　 本店招牌酒【红 / 白】　

本店招牌酒【紅 / 白】　 하우스외인【레드·화이트】

■ワイン
Wine　 紅酒　 紅酒　 외인

菊の露ブラウン（30度） …………………… ボトル ￥2,600／グラス ￥640

菊の露 VIP（30度） ………………………… ボトル ￥4,200／グラス ￥800

珊瑚礁ブラック（30度） …………………… ボトル ￥2,800／グラス ￥640

珊瑚礁 3 年古酒（30度） …………………… ボトル ￥4,000／グラス ￥800

もとぶ牧場ボトル（25度） ………………… ボトル ￥3,100／グラス ￥640

Kikunotsuyu brown (30°) Bottle/Glass　 菊之露 brown(30 度 ) 瓶 / 杯　

菊之露 brown(30 度 ) 瓶 / 杯　 키쿠노츠유 브라운(30도) 병 / 글라스

Kikunotsuyu VIP (30°) Bottle/Glass　 菊之露 VIP(30 度 ) 瓶 / 杯　

菊之露 VIP(30 度 ) 瓶 / 杯　 키쿠노츠유VIP(30도) 병 / 글라스

Sangosho black (30°) Bottle/Glass　 珊瑚礁 black(30 度 ) 瓶 / 杯　

珊瑚礁 black(30 度 ) 瓶 / 杯　 산고쇼 블랙(30도) 병 / 글라스

Sangosho 3 years old (30°) Bottle/Glass　 珊瑚礁 3 年老酒 (30 度 ) 瓶 / 杯　

珊瑚礁 3 年老酒 (30 度 ) 瓶 / 杯　 산고쇼 3년고주(30도) 병 / 글라스

Motobu farm bottle (25°) Bottle/Glass　 本部牧场瓶裝 (25 度 ) 瓶 / 杯　

本部牧場瓶裝 (25 度 ) 瓶 / 杯　 모토부목장 오리지널(25도) 병 / 글라스

■泡盛
Okinawa's distilled spirits　 琉球泡盛酒　 琉球泡盛酒　 오키나와 아와모리

上善如水  一合（15度）…… ￥1,100

久保田千寿  一合（15度）… ￥1,280
Kubota senjyu 180ml (15°)　 久保田千寿 180ml (15 度 )　

久保田千寿 180ml (15 度 )　 쿠보타 센쥬 180ml (15도)

Jyozenmizunogotoshi 180ml (15°)　 上善如水 180ml (15 度 )　

上善如水 180ml (15 度 )　 조젠 미즈노 코토시 180ml (15도)

■日本酒
Japanese rice wine　 日本酒　 日本酒  일본 술

【芋焼酎】黒霧島  ロック……￥600

【麦焼酎】二階堂  ロック……￥600

【Sweet potato based】Kurokirishima on the rock　 
【芋烧酒】黒雾岛 兑冰　 【芋燒灼】黒霧島 加冰　 쿠로키리시마 고구마소주+얼음

【Barley based】Nikaido on the rock　 
【麦烧酒 】二階堂 兑冰　 【麥燒酒】二階堂 加冰　 보리소주 니카이도+얼음

■焼酎
Japanese distilled spirits　 燒酒　 燒酒　 소주

炭酸ソーダ【瓶ボトル】……￥320

カットレモン ……………￥150

Soda【Bottle】　 瓶裝碳酸汽水　

瓶裝碳酸汽水　 소다(병)

Lemon cut into wedges　 切片柠檬　

切片檸檬　 레몬 슬라이스

■その他
Others　 其他　 其他　 기타
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