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֗␇ᥩᕔᬘ␁வ

֗␆⏴ូ⏷ ⏧̔⏨⏶ូ ʾ
私たちがサンチュに求めた条件は①苦みが少なく、②

食べやすく包みやすいサイズであること。そこで様々な

農家をまわり、試行錯誤を重ねたどり着いたのがサム

ギョプサル専用「女性の手のひらサンチュ」。柔らかく甘

みが感じられ、手のひらでクルっと包めて一口で美しく

食べられるサイズのオリジナルサンチュが誕生しまし

た。契約農家「ベジテジファーム」で特別に栽培。鮮度

を保つため、収穫後は毎日店舗へ直送しています。

⑦⑭⑱ࡩ႟ީ১⏶ી⏶⏺␑⑹⑇⑫

Κी␊ԏԗ⏟⏮⏋⏲⏋ႛ⑦⑭⑱⑁⑹ ֗␇����� ᣙ␒ЅΠ

包まぬ豚は、ただの豚。決められたルールは『包む』だけ。多彩なお肉、トッピ

ング、ディップソース、包みアイテムを合わせれば…包み方は 10,000通り

以上 ! 楽しみ方も 10,000 通り以上 !お肉いっぱいでガッツリと、サラダの

ようにさっぱりと、あなたの食べたい包み方をお楽しみいただけます。

お肉は一度でも冷凍するとどうしても味が落ちてしまうもの。ベジテジやでは

創業以来、一度も冷凍していない「セン（生）サムギョプサル」にこだわって

います。赤身と脂身のバランスが良く、サンチュなどの野菜やトッピングと包

んだときに最も美味しいと思える豚肉を厳選し、鮮度を保ったまま毎日お店

で手切りして提供しています。

サンチュ/ パチョレギᬘ␁வ
焼きキムチ / 豆もやしナムル / エゴマの葉Ըۗ⒁

⏧⏖⏝␛֗␛⏯⏋⏧⏨⏔⏧⏋⏒␑Ἡ

※単品でご注文の場合は「サムギョプサル基本セット料金」として¥400（税込¥440）頂戴致します。
（セットメニューご注文の場合は不要です）

ₒₔₐ

ₒₖₐₒₕₐ⏛⏨␗␒

⏛⏨␗␒

⏛⏨␗␒

サムギョプサル
基本セット
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or

⑇⒁ ⑉⑹⒁

⒁

センサムギョプサル
旨だれカルビサムギョプサル
デッペサムギョプサル
とろ～りチーズ
包みクレープ
本日のおすすめトッピング
本日のスープ
済州御飯

極厚センサムギョプサル
骨つきテジカルビ
デッペサムギョプサル
キムチ盛り合わせ
とろ～りチーズ

本日のおすすめトッピング
本日のスープ
済州御飯 or 本格一口冷麺
パッピンス

包みクレープ センサムギョプサル
デッペサムギョプサル
かぼちゃクリーミーチーズ
包みクレープ

本日のおすすめトッピング
ヤンニョムチキン
本日のスープ
パッピンス

⏬⏔ᐽ⏒␑⏄ ̔⒁␆⏯൜⏟␉␓ឿᕙ⒁ ⒁⏬⏔⏶ީ১Ϯษ/P��⒁

ᣃ⏫⏧␑⏛␔ʾᨒ⏋⏲⏋࠲Ⴡ⒁

11全 品 9全 品

9全 品

Ӡ⒁̌ ⑦⑭⑱ܢ⑁⑉ ⏬̍⏔ +ᬟ␇வ⑯⑹
֗␇ᥩᕔᬘ␁வ •サンチュ

•パチョレギ
Ըۗ⒁

•焼きキムチ
•豆もやしナムル
•エゴマの葉

¥1,500 (ሖᢰ¥1,650 )120分
¥2,000 (ሖᢰ¥2,200 )150分
ラストオーダー20分前

単品注文より断然お得なのがコースメニュー 。
定番商品が楽しめるコースから、ボリューム満点な豪華コースまでラインナップしております。

コースは人数分ご注文ください / 2名様からご注文可能です / 写真は4人前です

お一人様

お一人様 お一人様

⑦⑭⑱ܢ⑁⑉⏬⏔包み野菜2種食べ放題!

⑦⑭⑱ܢ⑁⑉⏬⏔包み野菜2種食べ放題!

⑦⑭⑱ܢ⑁⑉⏬⏔包み野菜2種食べ放題!

¥2,800
(ሖᢰ¥3,080 )

¥3,500
(ሖᢰ¥3,850 )

¥2,800 (ሖᢰ¥3,080 )

⑦⑭⑱⒁ӲÜӯࠫչ
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⑦⑭⑱ӲÜӯ

単品でご注文の場合は「サムギョプサル基本セット料金」として
¥400（税込 ¥440）頂戴致します。
（コースメニューご注文の場合は不要です）

֗␇ᥩᕔᬘ␁வ •パチョレギ
•サンチュ

Ըۗ⒁
•焼きキムチ
•豆もやしナムル
•エゴマの葉

௺⏨␔⑱⑦⑭⑱
旨味たっぷりのたれに漬け込んだ、香ばしく箸の進む逸品

Ƿ�Җ

¥980 (ሖᢰ¥1,078 )

⑁⑹⑦⑭⑱
ベジテジやといえばこれ !
自慢の名物サムギョプサル

ԀӲÜӯ

¥880 (ሖᢰ¥968 ) ൗו⑁⑹⑦⑭⑱ʝŝ٩�ԀӲÜӯ

¥1,280 (ሖᢰ¥1,408 )

通常のセンサムギョプサルの4倍 !
厚さの極み。ジューシーで食べ応え抜群。

一度も冷凍していない
「セン（生）サムギョプサル」
鮮度を保ったまま毎日お店で
手切りしてご提供致します

ԀӲÜӯ
⑁⑹⑦⑭⑱

ൗו⑁⑹⑦⑭⑱ʝŝ٩�ԀӶÜӯ

݅⑹⑦⑭⑱ԳĴ�Οȴ�ӲÜӯ

¥980 (ሖᢰ¥1,078 )

ネギ、ニンニクと一緒にまろやかな
塩だれに漬け込みました

⒁⑦⑭⑱ॎҏӲÜӯ

¥980 (ሖᢰ¥1,078 )

香り高いハーブの上品なサムギョプサル
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⑉①⑦⑭⑱
대패（デッペ）＝カンナで削った薄切り肉。
おろしポン酢でさっぱりがおすすめ。

ɜࣝӲÜӯ

¥780 (ሖᢰ¥858 ) ⑦⑭
薄切り牛肉のサムギョプサル。特製のタレが
あっさりとしていて何度でも口に運びたくなる美味しさ

٧ӲÜ

¥880 (ሖᢰ¥968 )

ᒳࡁ࿑ᛈ⑹၂⑱⑵⑹এ�ِ�Җ

¥2,480 (ሖᢰ¥2,728 )

「우대갈비（ウデカルビ）」と呼ばれる
骨つき牛カルビをじっくり燻製し、
香りと旨味を閉じ込めました。



ேᥪᩁ࠲



⏬⏔⑱
旨味が凝縮した骨まわりのお肉を
果汁をふんだんに使った特製のたれに
骨ごとじっくり漬け込みました

ʔܭ�Җ

¥1,980 (ሖᢰ¥2,178 )

写真は2人前です

写真は2人前です

パチョレギ

おろしポン酢などの

野菜をお肉で包んで

食べるのが◎

⑉①⑦⑭⑱⑦⑭�⏷Ἡ
Τڥ!
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⑉⑹ह 個性豊かなお肉メニューは、
トッピングと一緒に包んで味わうのがベジテジやの醍醐味 !

⏧⏧⏔⏔␍⏍␒
みずみずしいきゅうりと梅干しの酸味が
お肉の脂とよく合います

ήֆڥػ�ރףھ

¥290 (ሖᢰ¥319 ) ᨈᓮఇމ⑤⑮
長芋のシャキシャキとした食感と
コクのある明太マヨがマッチ

ܥΟ�ϖ̢�ΟٟǪޑ

¥290 (ሖᢰ¥319 )

ᢠᢠ⑩⑹
激辛韓国味噌

Ӷ�ή�Գչ⏵⏕݅⏨␔
どんなお肉にも合う万能つけだれ

ԳĴ�Գչ⑥⏰⑹⑇⑭⑃⒁
エビの風味とアンチョビの塩味が
たまらなくクセになります

Ӹ٧ۚ
&ϓ߲�Գչ

Ѡञڨ
ᬎؽ

ᛈ⏬⏘⏨␔Գչ ALL¥290 (ሖᢰ¥319 )

ベジテジやオリジナルのつけだれにお肉をダイブさせて召し上がれ

Ϯษܥ߲⑀⒁⑇
⑉⑹No.1

ܥƽȳ�߲؋ਤ�ȴݴ⑀⒁⑇␒˓␕⏰

¥300 (ሖᢰ¥330 )

⏒␄⏩␋⑰⒁⑥⒁⑇⒁⑀
ɍ६С�߲ܥ

¥330 (ሖᢰ¥363 )

ఇމ⑰⒁⑥⒁⑇⒁⑀
ϖ̢�߲ܥ

¥330 (ሖᢰ¥363 )
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٦ᢠࠍ
韓国の辛口唐辛子、プッコチュ。
サムギョプサルには欠かせません !

झæߒ

¥250 (ሖᢰ¥275 ) ۠⏶␒
定番の味付きパリパリのり

ʈĿ

¥250 (ሖᢰ¥275 ) ⑯ᢠ⑯
フレッシュなニラのピリ辛和え

ѳߒÊۖڥ

¥290 (ሖᢰ¥319 )

ྡ⏔⑦⑇
定番の焼き白菜キムチ

ď٩�Ŀ߲

¥290 (ሖᢰ¥319 ) ឵␊␌⏟⑦⑱
どんなお肉にも合う万能トッピング

߸ƽϷϲ࠲

¥290 (ሖᢰ¥319 )

⏤␛␆⏋⑦⑱
おつまみにもぴったりの一品

æӪΗƽϷ

¥300 (ሖᢰ¥330 )

⑤⏶ᕵŗڲ
¥290 (ሖᢰ¥319 )

Οᓩᬥ֒˞

¥290 (ሖᢰ¥319 )

֗␇⑲⒁ࣱ̈́ࡘ

¥290 (ሖᢰ¥319 )

႗އೞϮע⑦⑱
甘酢の酸味といりごまの香ばしさ◎

ϲɘİƽϷ

¥290 (ሖᢰ¥319 )

⏜␕⏜␕⑹
パンチが足りないときにはこれ !

Οȴ

¥250 (ሖᢰ¥275 )

ჁĹѠ࠲

ූᬎԎփ
֒

֗␈⑉⑹
サンチュの代わりに包んで美味しい。⏔⏶⏛⑹⏶⒁⑭

オリーブオイルの香りと
香ばしいニンニクの
アヒージョ風トッピング

нԙ�¡Рչ

¥390 (ሖᢰ¥429 )

⑤⏰⏧␆⏵⏕⏶⑤⑰
ピリ辛トマトと
シャキシャキたまねぎの
フレッシュマリネ

٧Ĺۀ��Ο

¥350 (ሖᢰ¥385 )
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۠ᦆಛྡ⏔ީࣔďڥ

ە
΄
⑇⑈⑥⏡⏠⑇⑈⑥

牛すじの旨み広がる定番の本格チヂミです

ՉæĹە�΄

¥620 (ሖᢰ¥682 ) ⑦⑇⑇⒁⑀⑇⑈⑥
チーズのまろやかさがキムチと相性抜群 !

Ŀ߲�߲ە�ܥ΄

¥620 (ሖᢰ¥682 )

ガツンとスタミナ満点 !
自慢の鉄板焼きです。
食欲そそる香りはお酒にもぴったり

ᥩᕔ⏧⏫⏿␒⏶⑱
甘辛い牛肉と野菜たっぷりの
スタミナ韓国焼肉です

ѷæĹ

¥1,480 (ሖᢰ¥1,628 )

௺ᢠڲز②⑱⑨⑹
ぷりぷりホルモンの食感と旨みが
ピリ辛味噌ダレに絡んで絶品

ïޕџږ

¥1,280 (ሖᢰ¥1,408 )
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۠ྡ⏔ᬤࠍ�⑤⑹
もっちり薄皮にぎっしり具が詰まったマンドゥ

Ρʝ

¥590 (ሖᢰ¥649 )

۠ௗၙऄތχȫ 自慢の手作り韓国屋台料理は
本場を再現したこだわりの味。

⑹⑤⏶⑇⑩⑇
韓国春雨をたっぷり野菜と炒めました

ޗڻ

¥550 (ሖᢰ¥605 )

ᛈᖓ⏟ូ
自慢のしっとり蒸し豚は

特製チョジャンで召し上がれ

ʔܭډ

¥720 (ሖᢰ¥792 )

⑇⒁⑀⑯⑹⑇⑦߲ܥá̢އ

¥550 (ሖᢰ¥605 )

⏽␗⏽␗⑯⑹⑇⑦á̢އ

¥480 (ሖᢰ¥528 )

韓国風茶碗蒸し。
スフレのようなふわふわ食感です
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⏜␆⏶ᕵ�ᥗ๚༩⏘
エゴマの葉を丁寧に漬け込みました。中毒性抜群のクセになる一品

ŗރףھڲ

¥450 (ሖᢰ¥495 )

⑯⑉④
ラーメン +トッポギがやみつき。屋台の定番B級グルメ !

̠џڥ

¥880 (ሖᢰ¥968 )

⑉④˞џڥ

᠐ᢠ⑉④
もちもちお餅を
旨辛ソースで

˞џڥ

¥680 (ሖᢰ¥748 )

⏜␆⏶ᕵᥗ๚༩⏘⏑⏳⏕␒
一度食べたらやみつき。

パクパクと何個でも食べられちゃう

ŗ܍�ރףھڲνЫ

¥450 (ሖᢰ¥495 )

ேᥪᩁ࠲ ໕␒ᙳ⏶⑪⑹⑭⑦⑩⑹
ヤンニョムの辛さが

蟹の身の甘さを引き立たせます

ǷÍھ

¥1,480 (ሖᢰ¥1,628 )

ႛນᐎ⏶ᥗ๚༩⏘⑹⑩⑹⑁ ¥980 (ሖᢰ¥1,078 )

醤油の味がしっかり染み込み、
プリっとした食感がたまらない

Ӹ٧ھ�

۠ௗၙऄތχȫ 自慢の手作り韓国屋台料理は
本場を再現したこだわりの味。
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δ⏜⏰⑤⑦⑇
トマト丸ごと漬けちゃいました

Ŀ߲Ο

¥400 (ሖᢰ¥440 )

⑦⑇ᅀ␒؉␗⏣ϙʡ�Ŀ߲

¥650 (ሖᢰ¥715 )

ᄠᕔ⑦⑇ЯߒĿ߲

¥360 (ሖᢰ¥396 )

⑇⑩⑹⑩̢ۚޕ

¥480 (ሖᢰ¥528 )

឵␊␌⏟⑦⑱࠲ƽϷ

¥290 (ሖᢰ¥319 )

⏤␛␆⏋⑦⑱æӪΗƽϷ

¥300 (ሖᢰ¥330 )

␃⏍␔␛ᔯ⑦⑱ւĴ߲ƽϷ

¥320 (ሖᢰ¥352 )

႗އೞϮע⑦⑱ϲɘİƽϷ

¥290 (ሖᢰ¥319 )

ೞ⑦⑇ņʝĹއ

¥380 (ሖᢰ¥418 )

⏔␍⏍␒⑦⑇ڥػĿ߲

¥380 (ሖᢰ¥418 )

⏡␓␉⑦⑇ܯГޗ߸

¥460 (ሖᢰ¥506 )

⑦⑱ᅀ␒؉␗⏣ϙʡ�ƽϷ

¥590 (ሖᢰ¥649 )

⑯⑇⑹ब̠ڥʴ߲ࡡ

⑦⑇Ŀ߲

⑦⑱ƽϷ

⑯⑇⑹
カリッ !サクッ ! 骨つき韓国チキン

ब̠ڥʴ߲ࡡ

¥500 (ሖᢰ¥550 )本2 ¥250 (ሖᢰ¥275 )本追加 1

⑪⑹⑭⑦⑇⑹
定番の甘辛ヤンニョムソース

Ƿ߲ࡡ

¥580 (ሖᢰ¥638 )本2 ¥290 (ሖᢰ¥319 )本追加 1

⒁⑤⑅⒁⑇⑹
はちみつがきいた甘めのソース

ॎɀμչࡧʴ߲ࡡ

¥580 (ሖᢰ¥638 )本2 ¥290 (ሖᢰ¥319 )本追加 1
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牛･豚スープ

牛スープ牛スープ

⒁Đ 長時間煮込んだ韓国スープこそベジテジやの醍醐味。
凝縮された素材の旨味が口の中に広がります。

⑬⑉⑩⑹
にんにく唐辛子に漬け込んだ牛肉を炒め、
豆もやしや香味野菜と煮込んだ辛味スープです

ھ¬ډ

¥980 (ሖᢰ¥1,078 )

Κ׳ԏᱣ
そば粉配合ならではのほどよいコシの細麺と
ヤンニョムが味の決め手の本格スープ
食べやすいミニサイズでご用意しました

ǖϒ

¥480 (ሖᢰ¥528 )

⑹⑩⑹⑇
特製牛骨スープに香ばしいテンジャン味噌で風味よく炊きました。

ʗރ�ھ¬

¥880 (ሖᢰ¥968 )

牛スープ

⑹⑇
牛と豚のダブルスープに海鮮の旨味とコチュジャンの辛みが特徴のチゲスープ。
卵黄と絡めて召し上がれ。

ՙʝѳރ¬

¥980 (ሖᢰ¥1,078 ) ⑃⑱⑳⑹⑅⑹
10時間以上じっくりと牛骨を煮出し、天然の甘味を含んだ旨味を凝縮。
濃厚でまろやかなコラーゲンたっぷりの贅沢スープ。

Ԕ͂

¥1,280 (ሖᢰ¥1,408 )

⏜␆⏶ᕵᥗ๚༩⏘⏑⏳⏕␒
一度食べたらやみつき。
パクパクと何個でも食べられちゃう

ŗ܍�ރףھڲνЫ

¥450 (ሖᢰ¥495 )

Ο
ϲ
Η
⏩╇⏋⏄
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⑱⏰ᥩᕔ⏶⑹
牛肉とごま油の風味が口の中に広がります

ѷæĹ�ĿЫ

¥780 (ሖᢰ¥858 )

大 ¥250 (ሖᢰ¥275 )

中 ¥200 (ሖᢰ¥220 )⑯ñĹЫ

ᒳࡁᛈ⑦⑱⏶⑹
ҖқЫ

¥980 (ሖᢰ¥1,078 )

自家製ナムルとコチュジャンをお好みで

ࣰ້সᬞ
鉄板に残った食材も一緒に混ぜご飯!
鉄板の上に流れ出た豚肉の旨味を吸収して
美味しくなるベジテジやの定番〆ご飯です

џږЫ

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑇⒁⑀⑉⑹ +¥150 (ሖᢰ¥165 )

⏜ᬞЫ

џږЫ

ᦆಛ⑹⑦⑭⑱⏶⏄⏜ᬞ
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韓国の定番「ソジュ」は
キンキンに冷やしストレートで味わうのが本場流。
飲みやすいフルーツフレーバーも取り揃えております !

⑇⑩⑥⑱ڥޑռ

⑭⑹⒁�۸ړɴڥ

۠ྡԳ܍

⑲⒁⑹ڥޑռ

¥800 (ሖᢰ¥880 )

⑲⒁⑱⒁⑊ڥޑռ ڳϢ

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑤⑉ڥޑռ�ޮऄʄ

¥850 (ሖᢰ¥935 )

ʝڳ ռڥޑ␊␊⏡

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑲⒁⑹۸ړɴڥ

¥800 (ሖᢰ¥880 )

⑃⒁⑆՜⑁⑉�⑱⑹⑃⑹⑅⑹⑹ԳɊ

+¥200 (ሖᢰ¥220 )

ڳڈ�ڥɴړ۸⏢␎ ¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑳۸ړɴڥ�ԏ΄

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑯⑤⑹⒁۸ړɴڥ�ŉ̠Ρւ

¥850 (ሖᢰ¥935 )
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ざくろ
ԏ΄

パイナッ
プル

म׳ڧ

もも
ў՟ף

マスカット
ऄʄ

カラマン
シー

ŉ̠Ρւ

Ꮻ③⒁⑱Гڥऺ�ѡ

ALL¥480 (ሖᢰ¥528 )

⑧ ALL¥880 (ሖᢰ¥968 )

Ꮻ⑵⒁Г�Ӫٱ

ALL¥480 (ሖᢰ¥528 )

⑧ ALL¥880 (ሖᢰ¥968 )

Ꮻ⑃⒁⑆Г�ԳɊ

ALL¥350 (ሖᢰ¥385 )

ノンアルコール

⑤⑉⑰ΠÂΗ

Ꮻ⑥⑇⑭Г
100%果実発酵のお酢から作った果実のおいしさを楽しむ
飲むお酢です。果汁をそのまま発酵させるため天然果実の
マイルドな味が感じられ、フルーティーでまろやか。

⑤⑉⑰⑃⒁⑆ΠÂΗ�ԳɊ

¥450 (ሖᢰ¥495 )グラス

⑲⒁⒁⑤⑉⑰ グラス

óڨ�ΠÂΗ

¥450
(ሖᢰ¥495 )

やかん ¥1,580
(ሖᢰ¥1,683 )

マスカットऄʄ バナナРƽƽ梨Я

⑉⑹⑆⑹ႛ⑤⑉⑰ グラス

Đՙɘ�ԀΠÂΗ

¥400
(ሖᢰ¥440 )

やかん ¥1,480
(ሖᢰ¥1,738 )

ほんのりした甘さと酸味、微発泡でスッキリとした味わい
加熱処理を行わない生マッコリは「飲む美容液」とも呼ばれ、
生きた酵母と乳酸菌たっぷりで美容効果も抜群です。

15



⑧╖╓
χ
�

⑱߽ڨ

⑃⒁⑆ւչ�ԳɊ

⑲⑹ւչܭ͆ػ�

⒁⑳⑹ւչ�٧͠

⑹⑉�ܯɁ

⑹⑉ܯ�о

⑹⑰⑉⒁ܯ�Η

⒁⑇⑃⒁⑆ल߲�ԳɊ ␦⒁⒁⑱ࣨܭ�ǪڥҒ

ALL¥480
(ሖᢰ¥528 )

⑵⒁Ӫٱ

③⒁⑱ऺڥѡ

⒁⑱ί܍

ֽᮊήֆ܍

¥480 (ሖᢰ¥528 )

ႛ⑲⑨⑹⑵⒁̈́Ϝ�Ӫٱ

¥430 (ሖᢰ¥473 ) ¥780 (ሖᢰ¥858 )

␎⏢⑵⒁ڳڈ�Ӫٱ

¥480 (ሖᢰ¥528 ) ¥880 (ሖᢰ¥968 )

⒁⑳⑹٧͠Ӫٱ

¥430 (ሖᢰ¥473 ) ¥780 (ሖᢰ¥858 )

Ꮻ⑵⒁Г�Ӫٱ

¥480 (ሖᢰ¥528 ) ¥880 (ሖᢰ¥968 )

ざくろ / マスカット/もも / パイナップル /カラマンシー

Ꮻ③⒁⑱Гڥऺ�ѡ

¥480 (ሖᢰ¥528 ) ¥880 (ሖᢰ¥968 )

ざくろ / マスカット/もも / パイナップル /カラマンシー

③⒁⑱ऺڥѡ

¥390 (ሖᢰ¥429 ) ¥700 (ሖᢰ¥770 )

⑹⑩⒁③⒁⑱ڥऺ�ڨۓܯѡ

¥450 (ሖᢰ¥495 ) ¥800 (ሖᢰ¥880 )

⒁③⒁⑱ڥऺ�̠ѡ

¥450 (ሖᢰ¥495 ) ¥800 (ሖᢰ¥880 )

␎⏢③⒁⑱ڥऺ�ڳڈѡ

¥480 (ሖᢰ¥528 ) ¥880 (ሖᢰ¥968 )

⑧⑭⑉

⑧⑭⑉

㣟ᨫೖ
ᄨⶡ2.3 !!

⏱⏍⏣
ᬟ␈⏲␑
⑧⏯ᬟ␊⏍ʾ

ႛ⒁⑱�⑹Ԁί܍

¥430 (ሖᢰ¥473 )

⑩⑹Ӻʿ�¬ब�

¥450 (ሖᢰ¥495 )

⑹⑱⒁⑱⒁⑱⑰⑹*$)* Ὢ⑂⑳⑇Ὢ
ϲר�ί܍

¥430 (ሖᢰ¥473 )
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Ꮻ⑃⒁⑆Г�ԳɊ

ALL¥350 (ሖᢰ¥385 )

⑃⑰⑹ͬږ

ざくろ / マスカット/もも / パイナップル /カラマンシー

⒁⑯̠

¥200 (ሖᢰ¥220 )

⑇⑱⑃⑹⑆⒁߶ԛӪڥɊ

¥300 (ሖᢰ¥330 ) ③⑹③⑹⑤⑉ѥѥ�ऄʄ

¥320 (ሖᢰ¥352 )⏡␒⏑␕⏟ഇף�Ρʶ�Я

¥320 (ሖᢰ¥352 )

⑹⑩⒁⒁⑱ڨۓܯ

¥200 (ሖᢰ¥220 )

⑅$DEKAVITA C

¥200 (ሖᢰ¥220 )

⑲⑹⑫⒁ܡܭ͆ػչ

¥200 (ሖᢰ¥220 )

⒁⑳⑹ᔪތ�٧͠

¥200 (ሖᢰ¥220 )

⒁⑹ᔪؼތ�

¥100 (ሖᢰ¥110 )

ᬟ␇வ⑯⑹ϲ़
Ηव

チャミスル、マッコリ、美酢など
40種約 飲み放題

ラストオーダー20 分前

¥1,500 (ሖᢰ¥1,650 )120分
¥2,000 (ሖᢰ¥2,200 )150分
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⑳⑱⑉⑹

ࠔल͙ࢻ
ࣜҞ

⑇⑭⑲⒁⑉⑹

Ν
ࣜҞ

⑰⒁⑉⑹

шΗ
ࣜҞ

口に入れた瞬間
ふわっと溶ける食感が

たまらない !

使
用

ࣜҞ

ベジテジや名物韓国風かき氷「パッピンス」!
シェアしてOK、ひとりで楽しむのもOKな

贅沢スイーツです

⑉⑹
ALL¥850 (ሖᢰ¥935 )
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