
写真はお肉150gです。

サービス焼肉セット

¥1,530

 焼肉セット
ごはん・スープは変更できます。

お好きなお肉を追加できます。

お好きなお肉を追加！！

セットに追加でプチ贅沢！

セットのドリンクは下記よりお選びください。

＋¥190～ ＋¥200～

牛カルビ・選べるお肉（豚カルビ or 鶏カルビ）

¥1,530

くいどんトリプルランチセット

牛カルビ・豚カルビ・鶏カルビ（各90g）

豚ロース

¥980

¥100

 各 ¥100

¥380

¥280

¥190

スンドゥブセット

¥780 ¥780

カルビクッパセット

¥780

石焼ビビンバセット

¥880
＋¥100

 Freerefills for rice ごはんおかわり無料

 Rice - largeserving for free ごはん大盛無料

60g 60g 60g 60g 2 slices
2枚

40g

60g 60g 60g 60g 60g
60g

ランチ
キムチ盛合せ

ランチサンチュ（辛みそ付）

コーヒーゼリー

杏仁豆腐

なめらかプリン

バニラアイス

山形県産 ふじりんごのゼリー 長野県産 ぶどうのゼリー

土鍋・石焼セット

ソフトドリンク

※ランチメニューをご注文の方に限ります。

ランチ生ビール
通常価格

アサヒスーパードライ ¥580

Recommended switching example 1
おすすめチェンジ 例1

Recommended switching example 2
おすすめチェンジ 例2

石焼明太バタービビンバに変更できます。

＋¥200 ＋¥250＋¥300 ＋¥300

＋¥190 ＋¥190 ＋¥300 ＋¥350 ＋¥350 ＋¥400

＋¥190 ＋¥190 ＋¥250
＋¥250

＋¥350 ＋¥400

＋¥350 ＋¥300 ＋¥50

セットのごはんおかわり無料

あさり/ 豚キムチ

*Prices do not include tax. *The photo is for illustrative purposes only. Plates and food arrangements may vary depending on location.  *All meat is served uncooked. Please make sure to grill it properly before consuming it.　*Please use the grilling tongs for grilling the meat. *Menu items are subject to change without prior notice.
※価格は税抜表示となります。 ※写真はイメージです。器・盛付け等店舗によって異なります。※お肉は全て「加熱用」です。しっかり加熱してお召し上がりください。　※お肉を焼くときはトングをお使いください。※予告なくメニューが変更になる場合がございます。

※ハラミはお肉をやわらかくする加工をしております。

*Outside skirt is processed to
  make the meat tender.

おかわりソフトドリンク

コカ・コーラ／ウーロン茶
カルピス／メロンソーダ
ジンジャーエール／オレンジジュース
ホットコーヒー／アイスコーヒー

¥1,930¥950 ¥1,150

¥880
¥1,080

スープをスンドゥブに変更! ごはんを石焼ビビンバに変更! 

ごはん・スープ・サラダ・漬物・ソフトドリンク付き

通常の3人前！ボリューム満点

3 standardportions! Highly satisfactoryamount

100%Koshihikari rice from Chibaprefecture.
千葉県産 コシヒカリ100％

¥1,350

上タン塩を追加! 

¥1,550

国産なかおちカルビセット

上ハラミセット

¥1,080 ¥1,430

¥1,430
うす切牛タン塩を追加! 

おすすめプラス＋チェンジ 例

¥1,780

¥1,430 ¥1,830 ¥1,780 ¥2,630

トントロを追加! 

¥1,730
¥2,130

¥2,270
¥3,120

¥1,180

スープをカルビスープに変更!   

ごはんを石焼ビビンバに変更!   

¥1,380

¥1,130
¥1,330

ごはん・スープ・サラダ・漬物・ソフトドリンク付き

Instead of rice
ごはんを変更

Instead of rice
ごはんを変更

Instead of rice and soup
ごはんとスープを変更

Instead of soup
スープを変更

Refills おかわり

Instead of soup
スープを変更

Instead of rice
ごはんを変更

※ランチニューをご注文の方に限ります。

お好みの組み合わせに！

※ランチニューをご注文の方に限ります。

Yakiniku Set Earthenware Pot &
Stone-Roasted Rice Sets

Special Yakiniku Set

Add your favorite meat!
スープ・ごはんを変更！！

Switch soup and riceEnjoy a little extravagance by adding this to your set!

Pork loin

豚カルビ

Pork ribs

トントロ

Fatty pork cuts

鶏カルビ

Kalbi-style chicken

ランチカルビ

Lunchtime ribs

ロース

Loin

ハラミ
Outside skirt

うす切牛タン塩

Salted thin-sliced beef tongue

角切カルビ

Short Rib Cubes
ビビンバ

Bibimbap

石焼明太バタービビンバ

Stone-Roasted Bibimbap with Spicy 
Seasoned Cod Roe & Butter

石焼ビビンバ

Stone-Roasted Bibimbap

カルビクッパ

Kalbi Gukbap

スンドゥブ（1人前小鍋）カルビスープ
（1人前小鍋）

Short Rib Soup (small pot for one) Sundubu-jjigae 

Lunchtime
kimchi assortment

Almond pudding

Yamagata Prefecture Fuji
apples jelly

Nagano Prefecture
grape jelly

Coffee jelly Vanilla ice cream

Smooth pudding

Lunchtime Korean lettuce
(spicy miso included)

Refills for rice served with sets
Free of charge

ワカたまスープ

Seaweed & Egg Soup
牛ヒレ切り落とし

Beef tenderloin tips

国産なかおちカルビ

Domestic boneless short ribs

上タン塩

Salted beef tongue

* Only for customers ordering from the Lunch Menu.

Make your favorite combination!
* Only for customers ordering from the Lunch Menu.

ランチカルビセットLunchtime Short Ribs Set Domestic boneless short ribs set

Special Outside Skirt Set
Sundubu-jjigae (soft tofu stew) Set

Kalbi Gukbap (Korean rice soup) Set

Stone-Roasted Bibimbap Set

You can choose the Stone-Roasted Bibimbap with
 Spicy Seasoned Cod Roe & Butter instead.

Beef short ribs, meat of your choice
(pork ribs or Kalbi-style chicken)

The picture illustrates 150 g of meat.

写真はお肉150gです。

The picture illustrates 150 g of meat.
写真はお肉150gです。

The picture illustrates 150 g of meat.

写真はお肉150gです。

The picture illustrates 150 g of meat.

写真はお肉150gです。

The picture illustrates 150 g of meat.

お肉 90g

90g of meat

お肉 90g

90g of meat
お肉 150g

150g of meat
お肉 90g

90g of meat
お肉 150g

150g of meat
お肉 90g

90g of meat

あさり

Japanese littleneck clams
豚キムチ

Pork & kimchi

厚切ダイヤモンドカットカルビセット

Thick-sliced diamond-shaped
short ribs set

お肉 90g

90g of meat

お肉 150g

150g of meat

お肉 150g

150g of meat

お肉 90g

90g of meat

お肉 150g

150g of meat

お肉 90g

90g of meat

お肉 150g

150g of meat

Rice, soup, salad, pickles, soft drink included You can add your favorite meat. You can choose other dishes instead
of rice and soup.

Rice, soup, salad, pickles,
soft drink included

おすすめプラス 例

Recommended Extra Example
おすすめプラス 例

Recommended Extra Example

おすすめチェンジ 例

国産牛カルビセットDomestic Beef Short Ribs Set

お肉 90g

90g of meat
お肉 150g

150g of meat
特上カルビと上ハラミセット

Extra Special Short Ribs &
Special Outside Skirt Set

Kuidon Triple Lunch Set

Soft drinks

サイドメニュー
Side menu

プチデザート

each

Petit desserts

Choose a drink from the list below for your set.

Lunchtime draft beer 
Usual price

Asahi Super Dry

* Only for customers ordering from the Lunch Menu.

Coca Cola/Oolong tea/Calpis/Melon soda
Ginger ale/Orange juice/Hot coffee/Iced coffee

Soft drink refills

Beef short ribs, pork ribs or Kalbi-style chicken  (90g each)

お肉 90g

90g of meat
お肉 150g

150g of meat

お肉 270g

270g of meat

お肉 90g

90g
of meat

お肉 150g

150g
of meat

お肉 90g

90g
of meat

お肉 150g

150g
of meat

お肉 90g

90g
of meat

お肉 150g

150g
of meat

Recommended switching example Recommended Extra + Switch Example

Add salted thin-sliced
beef tongue

Get Short Rib Soup
instead of Soup!

Get Stone-Roasted
Bibimbap instead
of Rice!

Add salted beef tongue!

Get Sundubujjigae
 (soft tofu stew)
 instead of Soup!

写真はお肉150gです。

The picture illustrates 150 g of meat.

お肉 90g

90g
of meat

お肉 150g

150g
of meat

Add fatty pork cuts!
Get Stone-Roasted
Bibimbap instead of Rice!

(soft tofu stew)
 (small pot for one)

Japanese littleneck clams/Pork & kimchi
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