
※税込金額・Tax-included amount

세금 포함 금액・含税金额

【野菜串・野菜巻串】

【焼鳥串物】

・豚バラ ￥140
Pork Belly・돼지삼겹살・猪五花肉

・鳥かわ ￥130
Chicken Skin・닭껍데기・鸡皮

・とりみ ￥150
Chicken Meat Skewer・닭고기・鸡肉

・砂ずり ￥150
Gizzard・닭똥집・鸡胗

・キモ ￥140
Lever・간・猪肝

・牛さがり ￥195
Beef Tender・소갈매기살・牛瘦肉

・はつ ￥140
Heart・염통・猪心

・白もつ (ダルム) ￥150
White offal foods・곱창・小肠

・手羽先 ￥195
Chicken Wing tips・닭날개・鸡翅

・肉だんご ￥185
Meatball・고기경단・肉丸子

・うずら卵 ￥180
Quail Egg・메추라기알・鹌鹑蛋

・ウインナー ￥170
Vienna sausage・소세지・香腸

・たん軟骨 ￥198
Tongue cartilage・혀오돌뼈・猪舌軟骨

・玉ねぎ
Onion・양파・洋蔥

￥115

・とうもろこし ￥220

・トン足 ￥396
Pig foot・족발・猪脚

・たん串 ￥165
Tongue Skewer・혀꼬치・猪舌

・牛バラ ￥180
Beef belly・뱃살・牛五花肉

・鳥のせせり ￥195
Chicken Neck・닭목・鸡頸肉

・鳥のぼんじり ￥195
Tail meat of Chicken・닭의엉덩이살・鸡屁股

・アスパラ豚巻 ￥275
Asparagus pork roll・아스파라거스대 롤・芦笋猪肉卷

・さけ茶漬け ￥480
Salmon rice cake tea sauce・연어차절임・茶泡饭/鲑鱼

・Ａｓｓｏｒｔｅｄ Ｙａｋｉｔｏｒｉ ５ｐｃ・닭 꼬치 모듬 ５개・烤鸡肉串五件套

・Ａｓｓｏｒｔｅｄ Ｙａｋｉｔｏｒｉ 10ｐｃ・닭 꼬치 모듬 10개・烤鸡肉串十件套

・しいたけ
Grilled shiitake mushroom・표고버섯 구이・香菇

￥155

・うめ茶漬け ￥480
Plum rice cake tea sauce・매실차 절임・梅子茶泡飯

・しそ豚巻
Japanese basil Roll・차조기대 롤・紫蘇猪肉卷

￥275

・えのき豚巻 ￥275

・チーズベーコン ￥275
Bacon Cheese・치즈베이컨・芝士培根卷

・ピーマン子袋巻 ￥286
Bell Peppers kobukuro roll・피망주머니말이・青椒香包肉卷

【海鮮串】

【ご飯もの】

・いか身 ￥140
Squid body・오징어몸통・墨鱼身

・いか足 ￥140
Squid legs・오징어다리・墨鱼腿

・赤エビ ￥220
Shrimp・적새우・红虾

・ししゃも ￥185
Willow leaf fish・열빙어・柳叶鱼

・貝柱 ￥265
Adductor muscle・조개관자・贝柱

・のり茶漬け ￥450
Rice cake tea sauce・ 차 절임・茶泡飯

・焼きおにぎり ￥220
Grilled Rice Ball・구운주먹밥・烤饭团

・にんにく焼き
Grilled fresh garlic・마늘구이・大蒜

￥165

・めんたい茶漬け ￥500
Cod Roe rice cake tea sauce・명태알차절임・明太子茶泡飯

・ごはん ￥195
Rice・밥・米饭

【一品もの】
・酢もつ ￥340

With vinegar・식초있는・用醋

・たこわさ ￥340
Octopus with Wasabi・문어와

・漬物の盛合わせ ￥340
Japanese Pickles Assorted・츠케모노모듬・日式腌泡菜拼盘

・フライドポテト ￥450
French fries・후라이드포테이토・炸薯

・鳥の唐揚げ ￥450
Fried chicken・튀김・炸鸡

・チーズさつま揚げ ￥450
Cheese in-fried fish cake・치즈가들어간 어묵 튀김

加芝士的萨摩炸鱼饼

・冷やっこ ￥270
Tofu・냉이나두부・冷豆腐

・えだまめ ￥340
Green soybeans・완두콩・毛豆

・トマトスライス ￥340
Tomato slice・토마토슬라이스・番茄片

・焼き餅 ￥198
Grilled Mochi・떡구이・烤年糕

・軟骨つくね ￥297
Cartilage meatball・츠쿠네・鸡軟骨肉丸

Enoki mushroom pork roll・팽이버섯 대 롤・江之菇猪肉卷

・ピーマン ￥115

・厚あげ
Thick fried Tofu・두부튀김・炸豆腐

￥145

Bell pepper ・피망・青椒

Corn・옥수수・玉米



 

세금 포함 금액・含税金额

※税込金額・Tax-included amount・세금 포함 금액・含税金额

生ビール黒ラベル
Ｄｒａｆｔ Ｂｅｅｒ・생맥주・生啤酒 ￥560
・瓶ビール(大) サッポロラガー赤星￥597
Boｔｔｌｅｄ Ｂｅｅｒ・병 맥주・大瓶啤酒

・ノンアルコールビール ￥480
Ｎｏｎ-ａｌｃｏｈｏｌｉｃ Ｂｅｅｒ・노 알콜 맥주・无醇啤酒

・ＭＥＧＡハイボール ￥690
Ｌａｒｇｅ ｓｉｚｅ Ｈｉｇｈｂａｌｌ・큰 사이즈 하이볼・大尺寸威士忌苏打

・ハイボール ￥450
Ｈｉｇｈｂａｌｌ・하이볼・威士忌苏打

・ジンジャーハイボール ￥480
Ｇｉｎｇｅｒ Ｈｉｇｈｂａｌｌ・진저하이볼・姜汁汽水威士忌苏打

・コークハイボール ￥480
Ｃｏｋｅ Ｈｉｇｈｂａｌｌ・코크하이볼・可乐威士忌苏打

・白霧島 ￥500
Ｗｈｉｔｅ Ｋｉｒｉｓｈｉｍａ・화이트시마・白雾岛

・黒霧島 ￥500
Ｂｌａｃｋ Ｋｉｒｉｓｈｉｍａ・쿠로기리시마・黒雾岛

・麦焼酎 ほ ￥500
Ｈｏ ・호・穗

・木挽ブルー ￥500
Ｋｏｂｉｋｉ Ｂｌｕｅ・코비키블루・木纹蓝色

【麦焼酎・Ｂａｒｌｅｙ Shochu・밀 소주・麦烧酒】

・米焼酎 白岳 ￥500
Ｈａｋｕｔａｋｅ・쌀 소주・ 白岳

【米焼酎・Rice shochu・쌀 소주・米烧酒】

【芋焼酎・Shochu・고구마 소주・芋烧酒】

・蕎麦焼酎 雲海 ￥500
Ｕｎｋａｉ・운해・雲海

【蕎麦焼酎・Soba shochu・쌀 소주・米烧酒】

【梅酒・Ｐｌｕｍ ｗｉｎｅ・매실주・青梅酒】
（ロック・Ｒｏｃｋｓ・록・加冰块／ソーダ割り・Ｓｏｄａ ｓｐｌｉｔ・소다나누기・苏打分裂）

・梅酒 ￥550
Ｕｍｅｓｈｕ・ 매실주・梅酒

・黒糖梅酒 ￥550
Brown sugar Ｕｍｅｓｈｕ・흑설탕 매실주・红糖梅酒

・山崎梅酒 ￥693
Yamazaki Ｕｍｅｓｈｕ・야마자키 매실주・山崎梅酒

【日本酒・Ｊａｐａｎｅｓｅ ｓａｋｅ・일본 술・为了】

・小林酒造 萬代 ￥495
ｓａｋｅ ｄｒｙ・술・清酒

・松竹梅 豪快 ￥495
ｓａｋｅ ｄｒｙ・술・清酒

・冷酒 ￥605
ｓａｋｅ ｃｏｌｄ・찬 술・冷酒

・にごり酒 ￥583
Ｕｎｆｉｌｔｅｒｅｄ ｓａｋｅ・일본 술 탁주・为了 反酒

【カクテル・Ｃｏｃｋｔａｉｌ・칵테일・鸡尾酒】

・翠ジンソーダ ￥440
Gin soda・진 소다・苏打水

・カシスソーダ ￥440
Ｃａｓｓｉｓ ｓｏｄａ・카시스 소다・黑醋栗苏打

・翠ジンライム ￥440
Ｇｉｎ ｌｉｍｅ・진 라임・金青柠

・カシスオレンジ￥440
Ｃａｓｓｉｓ ｏｒａｎｇｅ・카시스 오렌지・黑醋栗橙汁

・翠ジントニック￥440
Ｇｉｎ ｔｏｎｉｃ・진토닉・杜松子酒

・カシスウーロン￥440
Ｃａｓｓｉｓ ｏｏｌｏｎｇ・카시스우롱・黑醋栗乌龙茶

【カクテル・Ｃｏｃｋｔａｉｌ・칵테일・鸡尾酒】

・レモンサワー ￥440
Ｌｅｍｏｎ ｓｏｕｒ・레몬 사와・柠檬碳酸果酒

・ライムサワー ￥440
Ｌｉｍｅ ｓｏｕｒ・라임 사와・青柠碳酸果酒

・カルピスサワー￥440
Ｃａｌｐｉｓ ｓｏｕｒ・쿨피스 사와・可尔必思碳酸果酒

・ウーロンハイ ￥440
Ｕｒｏｎ ｈａｉ・우롱하이・乌龙茶调酒

・フランジア赤300ml￥538
Ｒｅｄ ｗｉｎｅ・적 포도주・红葡萄酒

・フランジア白300ml￥538
Ｗｈｉｔｅ ｗｉｎｅ・화이트 와인 ・白葡萄酒

【ワイン・Ｗｉｎｅ・와인・酒】

【ソフトドリンク・Ｓｏｆｔ Ｄｒｉｎｋｓ・소프트드링크・軟飲料】

・ジンジャーエール￥330
Ｇｉｎｇｅｒ ａｌｅ・진저에일・姜汁汽水

・キリンレモン ￥310
Ｋｉｒｉｎ ｌｅｍｏｎ・기린 레몬・麒麟柠檬汽水

・コーラ ￥310
Ｃｏｌａ・콜라・可乐

・カルピス ￥310
Ｃａｌｐｉｓ・칼피스・卡尔必思

・オレンジ ￥310
Ｏｒａｎｇｅ ｊｕｉｃｅ・오렌지 주스・橙汁

・ウーロン茶 ￥310
Ｏｏｌｏｎｇ ｔｅａ・우롱차・乌龙茶

（ロック・Ｒｏｃｋｓ・록・加冰块／ソーダ割り・Ｓｏｄａ ｓｐｌｉｔ・소다나누기・苏打分裂）

・うずら卵
메추라기알

・貝柱
조개관자


