ランチドリンク ・・・・・・・ １５０円
※ランチメニューご注文のお客様のみ

コーヒー（ホット/アイス)

焼肉屋さんの日替わりランチ
お得なサービスランチ。
本日のおかず・ご飯・サラダ
スープ ・小鉢付

ステーキ重ハーフ冷麺ランチ
お肉も冷麺も食べられる欲張りランチ
サラダ・小鉢付

１、４８０円

９００円

特製冷麺ランチ

キンパとユッケジャンうどんランチ

たっぷりの野菜を混ぜていただくビビンバは、栄養満点！
ミニビビンバ・サラダ・小鉢付

ゴマ油香るキンパと辛さとうまみがやみつきになる
ユッケジャンスープのうどんのセットです
サラダ・小鉢付

１，０００円

９８０円

ジンジャーエール
カルピス
オレンジジュース
メロンソーダ
コーラ
カルピスソーダ

ランチミニパフェ ・・・ １５０円
※セットメニューご注文のお客様のみ

石焼ビビンバランチ

スンドゥブランチ

チーズダッカルビランチ

たっぷりの野菜を混ぜていただくビビンバは、栄養満点！
サラダ・スープ・小鉢付

旨辛アツアツスンドゥブランチ
ごはん・サラダ・小鉢付

甘辛く味付けした鶏もも肉と、まろやかなチーズの
相性が抜群！
ライス・スープ・小鉢付

１、０５０円
チーズ １、１５０円

自分で焼いて楽しむ

９５０円
シーフード １，
０８０円
牛 １，
１５０円
豚

自分で焼いて楽しむ

９８０円

自分で焼いて楽しむ

キッズランチ
お子さまの大好きなおかずとうどんのセットです。
ジュース付

ライス大盛り・おかわり ・・・ 無料

５８０円

自分で焼いて楽しむ

自分で焼いて楽しむ

花かごサムギョプサルランチ

おまかせ焼肉ランチ ２種合計100g

かえで焼肉ランチ ２種合計100g

よくばり焼肉ランチ ３種合計120g

能登牛焼肉ランチ ３種合計100g

豚バラの塊をカリっと焼いて♪花かごに入った色とりどり
のトッピングと一緒にサンチュで巻いてお楽しみください。
能登豚バラ100g・サンチュセット
選べる締め
（キンパorハーフユッケジャンうどんorハーフ冷麺）

リーズナブルな焼肉ランチセット。
豚バラ、牛バラ、ホルモン、鶏せせりからおまかせで
２種類のお肉が楽しめます。

牛も豚も楽しめるお手軽焼肉ランチセット

当店人気トップ３の肉が一度で味わえる！！
よくばり焼肉ランチセット
豚バラ+上カルビ+牛タン・ごはん・
サラダ・スープ付

石川県が誇る銘柄牛「能登牛」を３つの部位で
食べ比べ！
能登牛３種（ロース・カルビ・ハラミ）
ごはん・サラダ・スープ・小鉢

１，３８０円

本日のお肉2種・ごはん・サラダ・スープ付

９８０円

牛バラ+豚バラ・ごはん
サラダ・スープ付

１，３００円

焼肉と韓国膳

焼肉かえで

１，６００円

１，９８０円

※本日のお肉はスタッフまでお尋ねください

※価格は全て税込表記となっております

YAKINIKU & KOREAN FOOD KAEDE

L U N C H M E N U / 11:00-15:00(L.O.14:30)�

このマークのあるメニューはランチタイムもご提供しております

名物長～い牛タン ・・・・・・・・ １，２８０円
かえで上カルビ ・・・・・・・・・・・

８６０円

名物長～い豚バラ ・・・・・・・・ １，３８０円
※サンチュセット付

タン

ホルモン３種盛り ・・・・・・・・・・

９９０円

グリーンサラダ・・・・・・・・・・・・・

７００円

ライス（小）・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５０円

上ミノ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８２０円

チョレギサラダ・・・・・・・・・・・・・

７００円

ライス（中）・・・・・・・・・・・・・・・・・

２００円

炙りレバー ・・・・・・・・・・・・・・・・

８６０円

厚切りトマトサラダ・・・・・・・・・・

５００円

ライス（大）・・・・・・・・・・・・・・・・・

２５０円

マルチョウ ・・・・・・・・・・・・・・・・

５５０円

やみつきキャベツ・・・・・・・・・・

３５０円

石焼ビビンバ ・・・・・・・・・・・・・

８８０円

シマチョウ ・・・・・・・・・・・・・・・・

５８０円

サンチュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３５０円

石焼チーズビビンバ ・・・・・・・

９９０円

玉子クッパ ・・・・・・・・・・・・・・・・

６８０円

ユッケジャンクッパ ・・・・・・・・・

７８０円

タン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８８０円

ねぎ塩タン ・・・・・・・・・・・・・・・・

９３０円

旨辛タン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９３０円

豚

キムチ・ナムル

名物長～い豚バラ ・・・・・・・・１，３８０円

キムチ盛り合わせ ・・・・・・・・・

６５０円

白菜キムチ ・・・・・・・・・・・・・・・

３５０円

大根キムチ ・・・・・・・・・・・・・・・

３５０円

麺

きゅうりキムチ ・・・・・・・・・・・・・・

３５０円

特製冷麺 ・・・・・・・・・・・・・・・・

７８０円

ナムル盛り合わせ ・・・・・・・・・

６５０円

特製冷麺ハーフ ・・・・・・・・・・

６５０円

もやしナムル ・・・・・・・・・・・・・・

３５０円

ユッケジャンうどん・・・・・・・・・・

８２０円

小松菜ナムル ・・・・・・・・・・・・・

３５０円

大根ナムル ・・・・・・・・・・・・・・・

３５０円

豚バラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５３０円

豚シロ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４２０円

軟骨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４６０円

豚トロ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５３０円

厚切りタン ・・・・・・・・・・・・・・・・１，３２０円

鶏・野菜・その他

牛
かえで上カルビ ・・・・・・・・・・・

８６０円

もも ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７９０円

いちぼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９９０円

ハラミ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９００円

能登牛

玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２０円

ピーマン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２０円

エリンギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２０円

キャベツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２０円

鶏モモ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３８０円

鶏セセリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・

５５０円

やみつきキャベツ・・・・・・・・・・

３５０円

チャンジャ ・・・・・・・・・・・・・・・・・

５００円

きゅうりの一本漬け ・・・・・・・・・

３５０円

チーズボール（5個）・・・・・・・・

４８０円

１５０円

フライドポテト ・・・・・・・・・・・・・

３５０円

１００円

アジア風タンの唐揚げ ・・・・

５６０円

鶏からあげ ・・・・・・・・・・・・・・・・

５００円

韓国のり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２００円

４００円

ソーセージ ・・・・・・・・・・・・・・・ ４４０円
にんにくオイル焼き ・・・・・・・・

和牛ハラミ ・・・・・・・・・・・・・・・１，２８０円

サービスメニュー

和牛ロース ・・・・・・・・・・・・・・・ 1，２３０円

レモン2切れ・・・・・・・・・・・・・・・

和牛極上ロース ・・・・・・・・・・・１，５３０円

ねぎ塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３８０円

※スイーツ感覚です

◎食後のソフトクリーム無料！

※お1人様1個限り ※夜営業時に限ります

YAKINIKU & KOREAN FOOD KAEDE

一品料理

韓国風冷奴 ・・・・・・・・・・・・・・

イカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４０円

和牛極上カルビ ・・・・・・・・・・ １，４３０円

※スープ付
※スープ付

※サンチュセット付

名物長～い牛タン ・・・・・・・・ １，２８０円

ごはん

サラダ

牛ホルモン

かえでのおススメ

焼肉と韓国膳

焼肉かえで

スープ
玉子スープ ・・・・・・・・・・・・・・・・

３５０円

わかめスープ ・・・・・・・・・・・・・

３５０円

ユッケジャンスープ ・・・・・・・・・

７３０円

デザート

和牛アイス ・・・・・・・・・・・・・・・・

５００円

※和牛に見立てたストロベリーアイス

ティラミス ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８０円
（抹茶・ストロベリー・マンゴー）
濃厚ミルクプリン ・・・・・・・・・・

３８０円

ストロベリーパフェ ・・・・・・・・・

４５０円

ケーキ各種
※価格は全て税込表記となっております

F O O D M E N U / 17:00-23:00(L.O.22:30)

