焼肉
RESTAURANT

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。
PLEASE NOTE THAT WE MAY CHANGE THE PRICE OF OUR
MENU WITHOUT NOTICE.
菜單內容以後可能會根據情況有所改變，敬請諒解。
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水産大臣賞
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もとぶ牧場
Homepage

焼肉もとぶ牧場
facebook

沖縄こだわり黒毛和牛

やんばるの自然の中で育まれ︑

美ら海の潮風にのり︑

ミ ネ ラ ル を 含 ん だ 牛 が﹁ も と ぶ 牛 ﹂で す ︒

繊維質を多く含むビール粕に︑

乳酸菌を添加した

独特の醗酵飼料を与えることで︑

不飽和脂肪酸が増え︑

柔 ら か く ︑甘 み の あ る 美 味 し い

富含礦物質成分，受美麗海水風拂，在山原
（Yanbaru）大自然中
培育而出的牛【本部牛（Motobu Beef）】。蘊
含豐富纖維質的
酒槽內添加乳酸菌，製出獨家發酵飼料並以
此餵養，成就了
不飽和脂肪增多、柔嫩甘甜的美味牛肉。
我們本部牧場（Motobu Farm）以安心、安全
為宗旨，採用最嚴格標準，精心生產。

牛肉となりました︒

精心培育沖繩黑毛和牛

私 た ち ︑も と ぶ 牧 場 は

Motobu beef is produced in the great
nature of Yanbaru,
where comfortable mineral-rich breeze
blows from beautiful Okinawan sea.
This soft, sweet and delicious meat has
more unsaturated fatty acid because of
our original fermented feed containing
fiber-rich beer lees and lactobacillus.
Motobu Farm is carefully producing beef
with our motto "Safe and secure."

安 心・安 全 を モ ッ ト ー に ︑

こだわりをもって生産しています︒

Okinawan selected black hair wagyu

しゃぶしゃぶ
コース
Shabu-shabu course
【涮鍋套餐】

もとぶ牛特選ロースザブトンしゃぶしゃぶコース …………¥7,700
Motobu beef select loin zabuton shabu-shabu course
本部牛特選霜降肩里肌芯肉涮鍋套餐

特選ロースザブトン150g、野菜盛り、つみれ、
もずく、海ぶどう、ライスorうどん、デザート
Motobu beef select loin zabuton 150g
Vegetable platter Tsumire (Meat balls) Mozuku
Sea Grapes White rice or udon noodles Dessert
本部牛特選霜降里肌芯肉150g
蔬菜拼盤 涮鍋雞肉丸子 醋拌海蘊
白飯或烏冬麵（任選一個） 甜點

海葡萄

もとぶ牛特選サーロイン
しゃぶしゃぶコース…¥7,500

あぐ〜豚ロース
しゃぶしゃぶコース…¥3,900

Motobu beef select strip loin shabu-shabu course

Agu pork loin shabu-shabu course

特選サーロイン150g、野菜盛り、つみれ、

あぐ〜豚ロース150g、野菜盛り、つみれ、

AGU豬里肌肉涮鍋套餐

本部牛特選沙朗涮鍋套餐

もずく、海ぶどう、ライスorうどん、デザート

もずく、海ぶどう、ライスorうどん、デザート

Motobu beef select strip loin 150g
Vegetable platter Tsumire (Meat balls) Mozuku
Sea Grapes White rice or udon noodles Dessert

Agu pork loin 150g
Vegetable platter Tsumire (Meat balls) Mozuku
Sea Grapes White rice or udon noodles Dessert

本部牛特選沙朗150g
蔬菜拼盤 涮鍋雞肉丸子 醋拌海蘊
白飯或烏冬麵（任選一個） 甜點

Agu豬肉里肌肉150g
蔬菜拼盤 涮鍋雞肉丸子 醋拌海蘊
白飯或烏冬麵（任選一個） 甜點

海葡萄

海葡萄

■しゃぶしゃぶ用単品

野菜単品 ……………………… ￥250

Single item for shabu-shabu

Vegetables

涮鍋單品

蔬菜單品

もとぶ牛特選サーロイン（100g）… ￥3,800

もずく ………………………… ￥150

Motobu beef select strip loin

Mozuku

本部牛特選沙朗片

醋拌海蘊

もとぶ牛特上ザブトン（100g）… ￥4,000

海ぶどう ……………………… ￥200

Motobu beef prime zabuton

Sea Grapes

本部牛特選霜降肩里肌芯肉片

海葡萄

あぐ〜豚ロース（100g） ………… ￥1,500

うどん ………………………… ￥150

Agu pork loin

Udon noodles

Agu豬里肌肉片

季節の野菜盛り

ネギ、水菜、椎茸、
エノキ、
白菜、春菊、豆腐

… ￥1,000

Seasonal vegetable platter（Leek, Mizuna, Shiitake mushroom, Enoki,
Chinese cabbage, Garland chrysanthemum, Tofu）
蔬菜拼盤
（韭菜，
水菜，
香菇，
江之菜，大白菜，
花環菊花，豆腐）

※2人前以上からのご注文

烏冬麵

ライス ………………………… ￥300
White rice

白飯

Courses are for a group of two or more.
各套餐要點兩人份以上才可以享用

もとぶ牧場
焼肉コース
Motobu Farm Yakiniku barbecue course
【本部牛牧場燒肉套餐】

もとぶ牛
上焼肉コース（1人前） ……………………¥7,200
Motobu beef deluxe Yakiniku course（for 1 person）

1.上カルビ、
カルビ、
上ロース、
モモ
5.きのこ盛り

6.サンチュ

10.キムチ盛り合わせ

2.サラダ

7.上タン

11.ライス

本部牛上等燒肉套餐（一人份）

3.海ぶどう

8.あぐ〜豚バラ

12.スープ

4.もずく

9.ウィンナー

13.デザート

1.Choice rib . Rib . Choice chuck . Round

1.上等牛肋骨肉（上等牛五花肉）、牛肋骨肉（牛五花肉）

2.salad

上等牛里肌肉、牛腿

3.Sea Grapes

4.Mozuku

5.Mushroom platter

6.Korean lettuce
9.sausage
11.soup,

7.Choice tongue

8.Agu pork belly

10.Assorted kimchi
12.Rice,

13.Dessert

2.本部沙拉

3.海葡萄

4.醋拌海蘊

5.蘑菇拼盤

7.上等牛舌

8.Agu豬五花肉

11. 湯

12. 白飯

6.萵苣（包生菜）
9.香腸

10.泡菜拼盤

13. 甜點

もとぶ牛
特選サーロイン焼肉コース（1人前） ……¥8,200
Motobu beef select strip loin Yakiniku course（for 1 person）

1.本日の特選厚切りサーロイン
5.きのこ盛り

6.サンチュ

10.キムチ盛り合わせ

2.サラダ

7.上タン

11.ライス

3.海ぶどう

8.あぐ〜豚バラ

12.スープ

本部牛特選沙朗燒肉套餐（一人份）

4.もずく
9.ウィンナー

13.デザート

1.Todayʼs premium thick slice strip loin

1.本日特選厚切沙朗

2.salad

2.本部沙拉

3.海葡萄

4.醋拌海蘊

5.蘑菇拼盤

7.上等牛舌

8.Agu豬五花肉

3.Sea Grapes

4.Mozuku

5.Mushroom platter

6.Korean lettuce
9.sausage
11.soup,

7.Choice tongue

8.Agu pork belly

10.Assorted kimchi
12.Rice,

13.Dessert

9.香腸

10.泡菜拼盤

11. 湯

12. 白飯

6.萵苣（包生菜）

13. 甜點

お肉の下味を塩orタレでお選び頂けます

※2人前以上からのご注文

Courses are for a group of two or more.
各套餐要點兩人份以上才可以享用

焼肉
Yakiniku barbecue
燒肉

厚切り上タン …………… ￥3,900

希少

スメ・推
ス

薦

オ

Thick slice choice tongue

厚切上等牛舌

上タン …………………… ￥2,600
Choice tongue

上等牛舌

特選ヒレ ………………… ￥6,150
スメ・推
ス

薦

オ

Select tenderloin

特選牛菲力

上タン

Choice tongue

上等牛舌

特上サーロイン ………… ￥4,500
Prime strip loin

頂級牛沙朗

特上ロース ……………… ￥4,500
Prime chuck

頂級牛里肌肉

上ロース ………………… ￥2,450
Choice chuck

上等牛里肌肉

ロース …………………… ￥1,550
Chuck

特上サーロイン

Prime strip loin

頂級牛沙朗

牛里肌肉

特上カルビ ……………… ￥4,500
Prime rib

頂級牛肋骨肉（頂級牛五花肉）

上カルビ ………………… ￥2,450
Choice rib

上等牛肋骨肉（上等牛五花肉）

カルビ …………………… ￥1,300
Rib

特上ロース

Prime chuck

頂級牛里肌肉

牛肋骨肉（牛五花肉）

お肉の下味を塩orタレでお選び頂けます
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

特上カルビ

Prime rib

頂級牛肋骨肉

焼肉
Yakiniku barbecue
燒肉

特選焼きすき（1 人前 /45g）…… ￥1,500
Select Yakisuki（for 1 person /45g）

特選壽喜風燒肉（1人份／45克）

焼きすき（1 人前 /45g） ……… ￥1,000
Yakisuki （for 1 person /45g）

壽喜風燒肉（1人份／45克）

あぐ〜豚ロース ………… ￥1,700
Agu pork loin

Agu豬里肌肉

アグー豚ロース

Agu pork loin

Agu豬里肌肉

あぐ〜豚バラ …………… ￥1,500
Agu pork belly

Agu豬五花肉

もとぶ牧場ウィンナー（辛口）…… ￥850
Motobu Farm sausage (spicy)

本部牧場特製香腸（辣味）

アグー豚バラ

Agu pork belly

Agu豬五花肉

お肉の下味を塩orタレでお選び頂けます（焼きすき、ウィンナーを除く）

焼肉
盛り合わせ
Yakiniku set meal

スメ・推
ス

薦

オ

燒肉組合

もとぶ牛

特 盛り合わせ（２〜３人前） ………¥7,050

Motobu beef special platter (for 2-3 persons)
本部牛特級燒肉拼盤（2 〜 3 人份）

・特上ロース

・上ロース

・ロース

・特上カルビ

・上カルビ

・カルビ

Special choice loin
Loin

Choice loin

Special choice short ribs (kalbi)

Choice short ribs (kalbi)

Kalbi (short ribs)

頂級牛里肌肉、上等牛里肌肉、牛里肌肉
顶级牛肋骨肉、上等牛肋骨肉、牛肋骨肉

もとぶ牛盛り合わせ（２〜３人前）……………… ￥5,450
Motobu beef platter (for 2-3 persons)

本部牛燒肉拼盤（2〜3人份）

・上カルビ

・上ロース

Choice short ribs

・カルビ

・モモ

上等肋骨肉、上等里肌肉、肋骨肉、腿肉

Choice loin

Kalbi (short ribs)

Round

アグーサムギョプサルセット
（２〜３人前） ………… ￥4,100
Agu pork Samgyeopsal set (for 2-3 persons)

・豚肉

Agu豬五花肉拼盤

・サンチュ

・白菜キムチ

Pork

・にんにくスライス

・白髪ねぎ付

Sliced garlic

Korean Lettuce

Chinese cabbage kimchi

Japanese leeks

豬肉、萵苣（包生菜）、泡白菜、蒜片

あぐ〜豚盛合わせ …………………………… ￥1,900
Agu pork platter (belly and loin, approx)

・豚バラ

・豚ロース

Agu豬肉拼盤（五花肉，里肌肉）
Ribs

Pork loin

豬五花、豬里肌

お肉の下味を塩orタレでお選び頂けます

ホルモン
Oﬀal

內臟

上ミノ …………………………………… ￥1,200
Choice rumen (ﬁrst stomach)

上等牛瘤胃（第一胃）

シマチョウ ………………………………… ￥950
Large intestine

牛大腸

ショウチョウ ……………………………… ￥830
Small intestine

牛小腸

センマイ …………………………………… ￥900
Omasum (third stomach)

牛百葉（第三胃）

ハツ ………………………………………… ￥900
Heart

牛心

レバー ……………………………………… ￥900
Liver

牛肝

ホルモン盛り合わせ …………………… ￥1,400
・上ミノ

・シマチョウ

・ショウチョウ

Oﬀal platter (choice rumen, large intestine, small intestine)
内臓拼盘（上等牛瘤胃、牛大腸、牛小腸）

お肉の下味を塩orタレでお選び頂けます
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

ステーキ単品
beef steak

牛排（鐵板燒）單點

もとぶ牛ヒレステーキ（150g） ………… ￥7,150
Motobu beef tenderloin steak

本部牛菲力牛排（鐵板燒）（150 克）

もとぶ牛サーロインステーキ（150g） …… ￥6,150
Motobu beef strip loin steak

本部牛沙朗牛排（鐵板燒）（150 克）

もとぶ牧場ハンバーグステーキ（150g）
Motobu Farm hamburger steak

サーロイン

Strip loin

沙朗

￥1,200

本部牧場漢堡排（150 克）

ヒレ

Tenderloin

菲力

アラカルト
A la carte order
單點

■焼野菜

Vegetables for barbecue

蔬菜

きのこ盛り …………………… ￥750

Mushroom platter

蘑菇拼盤

野菜盛り ……………………… ￥780

Vegetable platter

蔬菜拼盤

にんにく焼 …………………… ￥500

Garlic

きのこ盛り

Mushroom platter

香蒜

■海鮮焼き

Seafood for barbecue

蘑菇拼盤

海鮮

海鮮盛り …………………… ￥4,500
・イカ・エビ・ホタテ・海ぶどう
Seafood platter (squid, prawn, scallops, sea grapes)
海鮮拼盤（烏賊、鮮蝦、扇貝、海葡萄）

野菜盛り

Vegetable platter

■サラダ

蔬菜拼盤

■キムチ

Salads

もとぶサラダ［もずく・海ぶどう入り］ … ￥850
Motobu salad (with mozuku and sea grapes seaweed)
本部沙拉【內含海蘊、海葡萄】

チョレギ ……………………… ￥650
Korean style choregi salad

韓式生菜沙拉

シーザーサラダ ……………… ￥750

Caesar salad

凱撒沙拉

Tomato salad

番茄沙拉

トマトサラダ ………………… ￥500

Kimchi (Korean spicy fermented vegetables)

キムチ盛り ………………… ￥1,000
Assorted kimchi

泡菜拼盤

白菜キムチ …………………… ￥570
Nappa cabbage kimchi

泡白菜

オイキムチ …………………… ￥500
Cucumber kimchi

小黃瓜泡菜

カクテキ ……………………… ￥500
Radish kimchi

白蘿蔔泡菜（白萝卜泡菜）

サンチュ ……………………… ￥620

Korean lettuce

萵苣（包生菜）

ナムル ………………………… ￥700

Namul (Korean-style seasoned vegetables)

もとぶサラダ

Motobu salad

韓式小菜

本部沙拉

韓式泡菜

キムチ盛り

Assorted kimchi

泡菜拼盤

アラカルト
A la carte order
單點

■スープ

■御飯物

湯

Gomtang soup (Korean oxtail soup)

牛尾湯

カルビスープ ………………… ￥460
Kalbi soup (Korean diced rib soup)

牛肋肉湯

スメ・推
ス

薦

コムタンスープ ……………… ￥650

オ

Soups

Rices

飯

もとぶ牛肉寿司（二貫）…… ￥1,600
Motobu beef suishi (Two pieces)

コムタンクッパ ……………… ￥750

Gomtang gukbap (rice in gomtang soup)

Kalbi gukbap (rice in kalbi soup)

野菜スープ ……………………… ￥410

Gukbap

ワカメスープ ………………… ￥360

Cold gukbup

玉子スープ …………………… ￥410

Bibimbap (Korean fried rice)

蛤仔湯

Vegetable soup

Seaweed soup

Egg soup

蔬菜湯

裙帶菜湯

蛋花湯

牛尾湯飯

カルビクッパ ………………… ￥700

あさりスープ ………………… ￥410

Clam soup

本部牛壽司（兩個）

牛肋肉湯

野菜クッパ …………………… ￥500
湯飯

冷やしクッパ ………………… ￥700
冷湯飯

ビビンバ ……………………… ￥820
拌飯

石焼きビビンバ …………… ￥1,200

Stone-roasted bibimbap

石鍋拌飯

ライス ………………………… ￥300

White rice

もとぶ牛肉寿司（二貫）
Motobu beef suishi (Two pieces)
本部牛壽司（兩個）

白飯

石焼ビビンバ
Stone-roasted bibimbap
石鍋拌飯

アラカルト
A la carte order
單點

■麺

Noodles

麵

温麺 ………………………… ￥1,100
Warm noodles

溫麵

温麺（ハーフ） ……………… ￥670
Warm noodles (half)

溫麵（半份）

冷麺（ハーフ） ……………… ￥700

Cold noodle

冷麺

Cold noodle

冷麵

冷面（半份）

ビビン麺 ……………………… ￥750

Colede Noodle of bibimbap taste

■鍋
Hotpot

冷辣麵

鍋

スンドゥブーチゲ ………… ￥1,100
Soondubu jjigae (Korean spicy soft-tofu stew)

■単品

海葡萄

■デザート
Desserts

A la carte order

單點

海ぶどう ……………………… ￥500
sea grapes

海ぶどう

sea grapes

辣豆腐鍋

海葡萄

海鮮チヂミ★ ………………… ￥1,200
Seafood buchimgae (korean-style seafood pancake)
海鮮煎餅

甜點

季節のフルーツ ……………… ￥600
Seasonal fruits

季節時令水果

バニラアイスクリーム ……… ￥350
Vanilla ice cream

香草冰激凌

シークヮーサーシャーベット…… ￥300

Okinawan lime sherbet

沖繩青檸檬果子露冰淇淋

クリームチーズ味噌漬け …… ￥400
Cream cheese miso pickled

味增醃製的奶油芝士

テールネギ塩 ……………… ￥1,550
Tail grilled salty taste

大蔥炒牛尾巴

韓国のり ……………………… ￥320
Korean dried laver seaweed

韓國海苔

（海産物のきむらや）… ￥500
沖縄県産もずく
mozuku

★

醋拌海藴

写真はイメージです。
Note:Photos are for illustrativepurposes only.

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。

照片僅供參考，將以實際內容物為準

