
平日限定ランチタイムメニュー 僅限工作日超值午間限定

もとぶ牛焼肉（100ｇ） ………………… ￥1,400

もとぶ牛焼肉大盛り（150ｇ） ………… ￥1,900

もとぶ牛上焼肉（100ｇ） ……………… ￥2,300

牛ホルモン（90ｇ）◎ ……………………… ¥850

豚バラ（100ｇ） …………………………… ¥750

もとぶ牛ヒレステーキ（150ｇ）★……… ¥6,000

もとぶ牛ももステーキ（150ｇ）★……… ¥1,750

もとぶ牧場ハンバーグステーキ★

…… シングル（120ｇ）¥1,150　ダブル（240ｇ）¥1,950

Motobu beef BBQ(100g)　本部牛燒肉

Large Motobu beef BBQ(150g)　本部牛燒肉 [ 大份量 ]

Super deluxe Motobu beef BBQ(100g) 　本部牛上等燒肉

Beef offal 　牛雜燒肉

Pork ribs 　豬五花肉

Motobu beef tenderloin steak 　本部牛菲力牛排（鐵板燒）

もとぶ牛サーロインステーキ（150ｇ）★… ¥5,500
Motobu beef strip-loin steak 　本部牛沙朗牛排（鐵板燒）

Motobu beef round steak 　本部牛腿排（鐵板燒）

Motobu Farm hamburg steak 　本部牧場漢堡排

Single　單個漢堡 Double　雙個漢堡

大切なお客様とのご会食にご利用ください
Please enjoy our special menu for your special night.　很適合用來招待客戶及特別的人

ご提供にお時間がかかります。
The dish will take some time to prepare.
料理提供需要時間，請耐心等待。

★一部、海外産を使用しております。
We use some overseas products.
部分食材由海外引進

◎

もとぶ牛焼肉
Motobu beef BBQ

本部牛燒肉

もとぶ牛焼肉［大盛り］
Regular Motobu beef BBQ

本部牛燒肉 [ 大份量 ]

もとぶ牛サーロインステーキ
Motobu beef strip-loin steak

本部牛沙朗牛排（鐵板燒）

もとぶ牛ヒレステーキ
Motobu beef tenderloin steak

本部牛菲力牛排（鐵板燒）

お肉増量

倍1.5
Extra meat

(1.5 times the volume)
肉增量 1.5 倍

Basic set(rice·soup·salad)　基礎套餐［內含白飯、湯、沙拉］

Rice set(rice·salad)　米飯套餐［內含白飯、沙拉］

Salad set(soup , salad)　沙拉套餐［湯、沙拉］

Double salad set(soup, large salad )　沙拉 2 倍套餐（大量沙拉）［湯、沙拉（大量）］

基本のセット［ライス・スープ・サラダ］ ……………… ¥350

ライスセット［ライス・サラダ］ ……………………… ¥300

サラダセット［スープ・サラダ］ ……………………… ¥300

サラダ 2 倍セット［スープ・サラダ大盛り］ …………… ¥350

［コーヒー or 紅茶、アイス or ホット］
Each set menu comes with a soft drink (hot coffee·iced coffee·hot tea ·iced tea)

點套餐贈送無酒精飲料 （熱咖啡、冰咖啡、熱茶、冰茶中選擇）

例）
もとぶ牛焼肉 ￥1,400｠+ 
基本のセット　￥350｠= ￥1,750

セットをお選び下さい
Please choose a set

請自由選擇套餐

ドリンクをお選び下さい

※セットのライスは+200 円で
ミニビビンバに変更可能です

＊The rice of the set can be 
changed to mini bibimbap for 
an additional charge of 200 yen　

套餐的白飯 +200 日圓可以換小碗半飯



ご提供にお時間がかかります。
The dish will take some time to prepare.
料理提供需要時間，請耐心等待。

★

一部、海外産を使用しております。
We use some overseas products.
部分食材由海外引進

◎

經典午間 單點

もとぶ牛カレー　 …………… ¥700

カルビうどん　 ……………… ¥750

ユッケジャンうどん      ……… ¥750

コムタンうどん ……………… ¥900

石焼きビビンバ ★ …………… ¥900

ビビンバ ……………………… ¥570

冷麺 ★………………………… ¥800

Motobu beef curry 　本部牛咖喱

Kalbi and udon noodle 　肋骨肉烏冬

Yukgaejang and udon noodle 　辣牛肉湯烏冬

Gomguk Udon(Korean noodles)　牛尾湯烏冬麵

Stone-roasted bibimbap 　石鍋拌飯

Bibimbap 　拌飯

Cold noodle 　冷麵

スープ ………………………… ¥100

サラダ ………………………… ¥100

ライス ………………………… ¥300

ミニビビンバ ………………… ¥400

トッピング：韓国のり ………… ¥200

バニラアイスクリーム ……… ¥350

シークヮーサーシャーベット……… ¥250

手作り杏仁豆腐 ……………… ¥200

ソフトドリンク単品 ………… ¥250

Soup　湯

Salad　沙拉

White rice　白飯

Mini Bibinbap　小碗拌飯

Topping: Korean seaweed　單點配料：韓國海苔

Vanilla ice cream　香草冰激凌

Okinawan lime sherbet　沖繩香檬雪酪

Almond jelly　杏仁豆腐

soft drink　無酒精飲料
（コーヒー or 紅茶に限る）　only coffee or tea　（咖啡、紅茶中可選）

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。
写真はイメージです。全て税込価格です。

Please note that we may change the price of 
Our menu without notice.
Image is for display only. All prices include tax.

菜單內容以後可能會根據情況有所改變，敬請諒解。
圖片僅供參考。均為含稅價格。

RESTAURANT

焼肉

Basic set(rice·soup·salad)　基礎套餐［內含白飯、湯、沙拉］

Rice set(rice·salad)　米飯套餐［內含白飯、沙拉］

Salad set(soup , salad)　沙拉套餐［湯、沙拉］

Double salad set(soup, large salad )　沙拉 2 倍套餐（大量沙拉）［湯、沙拉（大量）］

基本のセット［ライス・スープ・サラダ］ ……………… ¥350

ライスセット［ライス・サラダ］ ……………………… ¥300

サラダセット［スープ・サラダ］ ……………………… ¥300

サラダ 2 倍セット［スープ・サラダ大盛り］ …………… ¥350

［コーヒー or 紅茶、アイス or ホット］
Each set menu comes with a soft drink (hot coffee·iced coffee·hot tea ·iced tea)

點套餐贈送無酒精飲料 （熱咖啡、冰咖啡、熱茶、冰茶中選擇）

例）
もとぶ牛焼肉 ￥1,400｠+ 
基本のセット　￥350｠= ￥1,750

セットをお選び下さい
Please choose a set

請自由選擇套餐

ドリンクをお選び下さい

※セットのライスは+200 円で
ミニビビンバに変更可能です

＊The rice of the set can be 
changed to mini bibimbap for 
an additional charge of 200 yen　

套餐的白飯 +200 日圓可以換小碗半飯




