牛印の名物特選素材が味わえるお得なコースです。

CO U R S E

飲み放題付きコース

名物 牛印コミコミプラン
USHIJIRUSHI course
前菜

Appetizer

お一人様

5,454 yen

極上 特選コミコミプラン
Premium course

（税込6,000yen)

サラダ ・ 本日の惣菜

キムチ盛合せ ・ ナムル盛合せ

Appetizer

キムチ盛合せ ・ ナムル盛合せ
Assorted kimchi, Assorted Namul

握り2種

ハラミ握り
Yakiniku -Salt -

- タレ -

（税込8,000yen)

Salad, Side dish

Assorted kimchi, Assorted Namul

焼肉 - 塩 -

7,272 yen

サラダ ・ 本日の惣菜

前菜

Salad, Side dish

お一人様

Harami / Outside skirt sushi

上タン塩

2 kinds of beef sushi

焼肉 - 塩 -

Yakiniku -Salt -

Prime beef tongue

特厚ハラミ

Thick-cut Harami / Outside skirt

カルビ・ヒレロース・ホルモン

- Orijinal sauce - Kalbi / Ribs, Filet, Guts

- タレ -

- Orijinal sauce -

プレミアムタン ・ 特選サーロイン
Premium beef tongue, Sirloin

特厚ハラミ

Thick-cut Harami / Outside skirt

上カルビ ・ 上ヒレ ・ 上ミノ

Prime kalbi / Ribs, Prime filet, Ox 1st belly

特選焼き

特選ロースの焼きすき

特選焼き

特選ロースの焼きすき

お食事

冷麺

お食事

冷麺

本日のデザート

デザート

本日のデザート

Prime beef
Meal

デザート
Dessert

Prime beef

Yaki-suki style prime round

Meal

Korean cold noodles soup

Dessert

Today’s Dessert

飲み放題
2時間制（90分後ラストオーダー）

Yaki-suki style prime round
Korean cold noodles soup
Today’s Dessert

グラスワイン[赤・白]

レモンサワー

コーラ

サングリア[赤・白]

グレープフルーツサワー

ジンジャーエール

ハイボール

ウーロンハイ

オレンジジュース

生ビール

カシス各種

ウーロン茶

YAKINIKU

定番焼肉

タン

限定
10食

カルビ

名物タン塩。焼き色が付くまでしっかり焼く
と歯切れも良くおすすめです！

焼肉の定番中の定番。香り、食感、肉汁、全て
において一切の妥協をしない伝統のカルビです。

タン塩

1,274yen

黒毛和牛カルビ

1,982yen

中落ちカルビ

…………………………

Beef tongue

（税込1,400yen)

プレミアムタン

……

Premium beef tongue

タンつくね

（税込2,180yen)

………………

Beef tongue dimpling

350yen

（税込319yen)

1,164yen

（税込1,280yen)

…………

1,000yen

Between ribs

（税込1,100yen)

Wagyu prime ribs

（税込1,800yen)

黒毛和牛上カルビ 1,637yen
黒毛和牛特カルビステーキ

タン塩のベストパートナー

薬味ネギ

Wagyu Ribs

……

……………………

400yen

（税込364yen)

Wagyu extra prime ribs
(150g) 2,456yen

（税込2,700yen)

ヒレ・ハラミ

漬け一本

サッパリとした赤身の旨みと柔らかさ、食べ
た時のジューシーさをお楽しみください。

特製ダレに漬け込んだ名物の漬け一本！
ボリューム満点で大満足の逸品です。

ヒレロース
Filet

ハラミ

………………

（税込1,100yen)

…………………………

Outside skirt

1,000yen
1,274yen

（税込1,400yen)

牛印名物 特ハラミステーキ

漬け一本カルビ

……

漬け一本ハラミ

……

Pickled Kalbi in pot

Pickled Harami in pot

1,000yen

（税込1,100yen)

1,000yen

（税込1,100yen)

Prime outside skirt Steak-cut
(150g) 1,637yen

（税込1,800yen)

Assortment

牛の美味しさをとことん味わう

赤身盛

[２～３人前 ]
[３～４人前 ]

2,727yen

（税込3,000yen)

3,819yen

（税込4,200yen)

・カルビ
・角切りハラミ
・ヒレロース ・ホルモン

盛合せ

黒毛和牛カルビを使った自慢の盛合せ

牛印盛

[２～３人前 ]

3,637yen

究極の盛合せ

特選盛合せ

4,364yen

（税込4,000yen)

[３～４人前 ]

（税込4,800yen)

5,273yen

（税込5,800yen)

・黒毛和牛上カルビ ・ハラミ
・ヒレロース
・ホルモン

・特カルビ
・特ハラミ
・特ヒレ
＊写真はイメージです。

HORUMON
ホルモン

…………………………

Ox large intestine

レバ

ホルモン

Ox special liver

エビ

…………………………………………

682yen

イカ

…………………………………………

864yen

ホタテ

682yen

海鮮盛

（税込750yen)

上ミノ

………………………………

Ox 1st belly

（税込950yen)

ハツ

……………………………………

Ox heart

（税込750yen)

トロホルモン

………………

Ox small intestine

682yen

Prawn
Squid

………………………………

……………………………………

Scallop

…………………

……………………………

Assortment of seafoods

やみつきハラミ

……………

やわらかほほ肉

……………

Pork harami - outside skirt

大山鶏もも

………………………

トック焼き

637yen

ニンニク焼き

………………

エリンギ焼き

………………

（税込700yen)

637yen

ヤゲン軟骨

……………………

637yen

（税込700yen)

Daisen-chicken thigh

546yen

………………………

Vienna sausage

546yen

（税込600yen)
………………………

Korean rice cake

273yen

（税込300yen)

Deep fried garlic

455yen

（税込500yen)

Eringi mushroom

364yen

（税込400yen)

野菜焼き盛

……………………

Grilled vegetable assortment

591yen

（税込650yen)

（税込600yen)

Chicken cartilage

Salad

サラダ

Beef sushi & Sashimi

肉寿司&刺身

ゴマサラダ

………………………………

546yen

（税込600yen)

Sesame salad

わかめサラダ

…………………………

Seaweed salad

………………………………………

サーロイン握り
（2 貫）
ハラミ握り (2貫)

500yen

センマイ刺

（税込550yen)

………………………………

Assorted kimchi

白菜キムチ

682yen

（税込750yen)

…………………………………

Kimchi

455yen

（税込500yen)
……………………………………

Cucumber kimchi

（税込450yen)

…………………………………

White radish kimchi

季節のキムチ

410yen

………………………

………………

…………………………………

500yen

（税込550yen)

…………………………

Ox 3rd belly Sashimi

637yen

（税込700yen)

焼肉屋さんのスタンダード

韓国のり

………………………………………

Toasted seaweed

一本きゅうり

319yen

（税込350yen)
………………………………

Whole cucumber

ピリ辛冷やっこ

273yen

（税込300yen)
………………………

Spicy tofu

410yen

（税込450yen)

桜エビとニラのチジミ

…………

728yen

410yen
546yen

Kimchi & cheese korean pancake（税込800yen)

（税込450yen)

Assorted korean "NAMUL"
seasoned vegetable

……………………

Dried shrimp & leek chijimi
/ Korean pancake

（税込450yen)

Season’s kimchi

ナムルの盛合せ

410yen

591yen

（税込650yen)

Beef skirt sushi (2pcs)

Standard Dishes
キムチ盛

……

Sirloin sushi (2pcs)

546yen

（税込600yen)

Leaf lettuce for beef wrapping

Cod guts

豚・鶏・野菜いろいろ

728yen

（税込700yen)

Pork cheek

チャンジャ

1,800yen

（税込1,980yen)

ウィンナー

（税込800yen)

Pork kalbi

カクテキ

819yen

（税込900yen)

637yen

（税込700yen)

国産豚カルビ

オイキムチ

819yen

（税込900yen)

（税込750yen)

Pork neck

サンチュ

682yen

（税込750yen)

Pork , Chicken & Vegetable
トントロ

海鮮

728yen

（税込800yen)

……………………………………

Seafood

（税込600yen)

455yen

（税込500yen)

キムチとチーズのチジミ

タンつくね

（税込800yen)
…

…………………………………

Beef tongue dimpling

フライドポテト
French fries

……………………………

728yen
319yen

（税込350yen)

591yen

（税込650yen)

Soup

スープ

わかめスープ

（税込400yen)

Seaweed soup

たまごスープ

364yen

………………

…………………

コムタンスープ

……………

ユッケジャンスープ

……

ユッケジャンクッパ

ニンニクねぎスープ

…

…………………………

ホルモンチゲ

…………………

………………

728yen

ねぎ玉ライス

………………

819yen

ライス

909yen

[中]

（税込1,000yen)

Horumon chige soup

Noodles
冷麺

麺

773yen

……………………………………

Korean cold noodles soup

ユッケジャン麺

（税込850yen)

819yen

……………

Spicy minced beef noodle soup（税込900yen)

…………………

500yen

お子様クッパ

……………………

819yen

お子様ピビンパ

819yen

トック焼き

455yen

フライドポテト

Spicy minced beef rice soup （税込900yen)

コムタンクッパ

（税込900yen)

Tofu chige soup

………

（税込900yen)

Ox tail rice soup

Rice with chopped onion & egg（税込500yen)
Rice

[小]

227yen

273yen / [大]

364yen

……………………

お子様メニュー

お子様うどん

（税込550yen)

Kuppa / Rice soup

728yen

Garlic and welsh onion soup （税込800yen)

豆腐チゲ

…………………………………

Kid’s menu

909yen

（税込1,000yen)

Stone put fried rice bowl

728yen

（税込800yen)

Spicy minced beef soup

…………………

クッパ

（税込800yen)

Ox tail soup

石焼ピビンパ

ご飯

364yen

（税込400yen)

Egg soup

Meal

Udon noodle soup

318yen

（税込350yen)

Kuppa / Rice soup

318yen

（税込350yen)
………………

Bibimbap / Mixed rice

318yen

（税込350yen)

……………………

Korean rice cake

273yen

（税込300yen)
…………………

French fries

591yen

（税込650yen)

（税込250yen)
（税込400yen)

（税込300yen)

Dessert

デザート

プレミアムソフトクリーム クレミア
Premium soft serve ice cream 546yen

（税込600yen)

227yen

（ミニカップ）

（税込250yen)

(small-size)

白いコーヒープリン

White coffee pudding

抹茶プリン

227yen

（税込250yen)

227yen

Matcha green tea pudding （税込250yen)

B E VE R AGE
Hi-BALL

ハイボール

473yen

角ハイボール

（税込520yen)

Kaku hi-ball

673yen

ジョニ黒ハイボール

Johnnie Walker black Hi-ball （税込740yen)

773yen

白州ハイボール

（税込850yen)

Hakushu hi-ball

BEER

ビール

生ビール ハートランド

545yen

Draft Beer “Heartland”

（税込600yen)

Bottled beer “Heartland”

（税込600yen)

瓶ビール ハートランド
ノンアルコールビール

545yen
573yen

（税込630yen)

Non - alcohol beer “ZERO ICHI”

サワー

生レモンサワー

546yen

Fresh lemon sour

（税込600yen)

Fresh grapefruit sour

（税込600yen)

Ginger ale sour

（税込600yen)

Black oolong tea hi

（税込600yen)

生グレープフルーツサワー 546yen
ジンジャーサワー
黒ウーロンハイ

Shirley temple

ジンジャーエール＋グレナデン

バージンメアリー

Virgin Mary

グラスワイン / サングリア

４45yen

（税込490yen)
（スパークリング / 赤 / 白）
Wine by the glass
(Sparkling / Red / White)

オリジナルサングリア（赤 / 白）
Sangria (Red/White)
500yen

（税込550yen)

バージンモヒート

Virgin Mojito

ミントシロップ＋ソーダ

ブルーラグーンソーダ

Blue lagoon soda

ブルーシロップ＋ソーダ

アトミック・キャット

Atomic cat

オレンジジュース＋トニック

Mojito

（税込550yen)

Gin tonic

（税込550yen)

Moscow Mule

（税込550yen)

Cassiss Orange

（税込550yen)

Cuba Libre

（税込550yen)

SOFT DRINKS

ソフトドリンク

ジントニック

546yen

カシスオレンジ

500yen

カクテル

たっぷりミントのモヒート 500yen

モスコミュール

ノンアルコール カクテル

シャーリーテンプル

COCKTAIL

546yen

NON-ALCHOL COCKTAIL

トマトジュース＋スパイス

WINE BY THE GLASS
グラスワイン各種

SOUR

500yen
500yen
500yen

キューバリバー

500yen

（税込550yen)

500yen

（税込550yen)

500yen

（税込550yen)

500yen

（税込550yen)

500yen

（税込550yen)

ワインリストは次の頁にございます。

黒ウーロン茶

400yen

Black oolong tea

（税込440yen)

Cola

（税込410yen)

Ginger ale

（税込410yen)

Orange juice

（税込410yen)

コーラ

373yen

ジンジャーエール

373yen

オレンジジュース
コーヒー
Coffee

373yen

(Hot or Ice)

373yen

（税込410yen)

＊写真はイメージです。

S PAR K L ING WINE
1.

W INE
泡

がぶ飲み系スパークリング！

（税込2,750yen)

■品種：パレリャーダ / チャレッロ / マカベオ ■産地：スペイン

バルディビエソ ブリュット ロゼ

4.

11.

5.

ボルサオ・カンポ・カスティージョ・ブランコ
Borsao Campo Castillo Blanco

■品種：マカベオ ■産地：スペイン

6.

コーテ・マス・マルサンヌ
■品種：マルサンヌ ■産地：フランス

クロスター・リースリング・モーゼル・Q.b.A
■品種：リースリング ■産地： ドイツ

8.

ドンナ・マルツィア シャルドネ樽熟
Donna Marzia Chardonnay Barrique

14.

15.

ザ・スプリング・ソーヴィニヨン・ブラン

2,500yen

The Springs Sauvignon Blanc

辛口・コクあり

日本とフランスのハーフ

シャトー・メルシャン・アンサンブル 萌黄
Chateau Mercian Ensenble “MOEGI”

■品種：シャルドネ / 甲州 ■産地：日本

3,500yen

16.

18.

酸味と果実のハーモニー

ボルサオ・カンポ・カスティージョ・ティント
Borsao Campo Castillo Tinto

■品種：ガルナッチャ ■産地：スペイン

19.

スパイス＆ベリー

コーテ・マス・カリニャン・V.V.

Cote Mas Carignan Vieilles Vignes
■品種：カリニャン ■産地：フランス

20.

木イチゴのワルツ

フルボディ・まろやか

（税込 2,750yen)
ミディアム・まろやか

■品種：ピノ・ノワール ■産地：ドイツ

ジューシー裏番長

ストーン・ヴァレー レッド・ブレンド
Stone Valley Red Blend

ライト・爽やか

（税込 2,750yen)
フルボディ・コクあり

オーストラリア代表

リンカーン・エステート・シラーズ
Lincoln Estate Shiraz
■品種：シラーズ

23.

■産地：オーストラリア

BBQ 専用ワイン

シャトーメルシャン・アンサンブル藍茜
Chateau Mercian Ensenble “AI AKANE”

■品種：メルロー / マスカットベリー A ■産地：日本

24.

悪魔の蔵の赤ワイン

■品種：カベルネ・ソーヴィニヨン 他 ■産地：チリ

26.

（税込 5,280yen)

ヴィオニエ・ドゥ・ラルデッシュ ドメーヌ・デ・
4,800yen
グランジェ・ド・ミラベル
（税込 5,280yen)

■産地：フランス

ライチ、ライチ、ライチ

トリンバック ゲヴェルツラミネール・レゼルヴ
■産地：フランス

白ワインの代名詞

辛口・フルーティ

6,500yen

（税込 7,150yen)
辛口・コクあり

シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム/ラ・シャブリ・ジェンヌ
■産地：フランス

（税込 7,150yen)

ミディアム・まろやか

赤い果実の襲撃

カンティーネ・ドゥエ・パルメ・ドン・コジモ

27.

3,500yen

（税込 3,850yen)
フルボディ・コクあり

アルゼンチン代表

ブロッケル マルベック
BROQUEL Malbec

4,800yen

（税込 5,280yen)
フルボディ・コクあり

黒ブドウ達のハーモニー

シックスエイトナイン・ナパ・ヴァレー・レッド 4,800yen
Six Eight Nine Napa Valley Red

（税込 5,280yen)

トスカーナの魅惑

ミディアム・フルーティ

■品種：ジンファンデル / カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー / シラー他 ■産地：アメリカ

28.

サルケート・ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチアーノ
Salcheto s.r.l Vino Nobile di Montepulciano

■品種：ブルニョロ・ジェンティーレ ■産地：イタリア

29.

6,500yen

（税込 7,150yen)
フルボディ・コクあり

黒コショウ香るワイン

Mシャプティエ クローズ・エルミタージュ・ 6,500yen
（税込 7,150yen)
ルージュ・レ・メゾニエ
M.Chapoutier Crozes Hermitage Rouge Les Meysonniers
■品種：シラー

30.

■産地：フランス

フルボディ・コクあり

カベルネ爆弾

ロバート・モンダヴィ・ワイナリー・カベルネ・ソーヴィニヨン
Robert Mondavi Winery Cabernet Sauvignon
■品種：カベルネ・ソーヴィニヨン主体

（税込 3,850yen)

（税込 3,850yen)

4,800yen
辛口・コクあり

■品種：マルベック ■産地：アルゼンチン

3,500yen

3,500yen

辛口・フルーティー

ビックリまろやか

Cantine Due Palme Don Cojimo

2,500yen

ミディアム・コクあり

■産地：アメリカ

■品種：プリミティーボ ■産地：イタリア

（税込 2,750yen)

カッシエロ ディアブロ カベルネ・ソーヴィニヨン
Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon

25.

（税込 2,750yen)

ミディアム・コクあり

（税込 5,280yen)

パインリッジ・シュナンブラン・ヴィオニエ

■品種：シャルドネ

2,500yen

フルボディ・コクあり

4,800yen

Chablis Premier Cru Fourchaume La Chablisienne 6,500yen

2,500yen

■品種：ジンファンデル / メルロー / プティット･シラー ■産地：アメリカ

22.

17.

2,500yen

（税込 2,750yen)

辛口・スッキリ

フルーティー＆フルーティー

■品種：ゲヴェルツラミネール

2,500yen

クロスター・ピノ・ノワール ファルツ Q.b.A.
Klostor Pinot Noir Pfalz Q.b.A.

21.

赤ワイン

■産地：オーストラリア

Domaine Trimbach Gewurztraminer Reserve

（税込 3,850yen)

R E D W I NE

（税込 3,850yen)

ピース・オブ・エデン・リースリング

■品種：ヴィオニエ

■品種：ソーヴィニヨン・ブラン ■産地：ニュージーランド（税込 2,750yen)

10.

3,500yen

Viognier De L'ardeche Domaine Des Granges De Mirabel

（税込 2,750yen)
辛口・スッキリ

辛口・フルーティ

青リンゴ

■品種：シュナンブラン / ヴィオニエ

2,500yen

グリーン・グリーン

■産地：アルゼンチン

Pine Ridge Vineyards

（税込 2,750yen)
辛口・コクあり

トロピカル感すごいんです。

■品種：リースリング

2,500yen

ほのかな樽香

■品種：シャルドネ ■産地：イタリア

9.

やや甘口・爽やか

（税込 3,850yen)

Peace of Eden Riesling

（税込 2,750yen)

3,500yen

トラピチェ ヴィンヤーズ トロンティス
■品種：トロンテス

13.

辛口・コクあり

カッシエロ ディアブロ シャルドネ

Trapiche Vineyards Torrontés

2,500yen

スッキリ甘口

Klostor Riesling Mosel Q.b.A.

12.

2,500yen

やや辛口・フルーティー

（税込11,000yen)

悪魔の蔵の白ワイン

■品種：シャルドネ ■産地：チリ

（税込 2,750yen)

南フランスのまろやかフルーティー

Cote Mas Marsanne

7.

辛口・フルーティー

ヴーヴ・クリコ・イエローラベル・ブリュット 10,000yen

Casillero del Diablo Chardonnay

白ワイン

シトラス＆フルーティー

辛口・スッキリ

貴婦人のシャンパン！！

■品種：ピノ・ノワール / シャルドネ / ピノ・ムニエ ■産地：フランス

（税込3,850yen)

WHI T E WINE

4,800yen

（税込5,280yen)

Veuve Clicquot YELLOW LABEL

3,500yen

Valdivieso Brut Rose

コドーニュ・クラシコ・セコ

■品種：マカベオ / チャレロ / パレリャーダ ■産地：スペイン

辛口・スッキリフルーティ

■品種：ピノ・ノワール / シャルドネ ■産地：チリ

やや辛口・フルーティ

スペイン王室御用達！！

Codorniu Clasico seco

2,500yen

ラ・ロスカ・ブリュット
フレッシュラズベリー！

3.

辛口・スッキリ

La Rosca Brut

2.

L IS T

31.

KING OF WINE

バルビソプラーニ バローロ

BALBI SOPRANI BAROLO

10,000yen

■産地：アメリカ （税込11,000yen)

■品種：ネッビオーロ、他 ■産地：イタリア

フルボディ・まろやか

10,000yen

（税込11,000yen)

