
安比温泉白樺の湯に隣接の焼肉レストラン。

定番メニューはもちろん、盛岡冷麺などサイドメニューも充実しています。

※１２/３０-１/３の期間、　年末年始スペシャルメニューとなり、　特別メニュー・価格での御提供となります。　詳しくは、各店舗にお問い合わせ下さい。

¥11,374



安比牛サーロイン ¥4,840
APPI original beef Sir loin

■ 牛肉（100ｇ）

※全レストラン・全席禁煙です。 ※料金はサービス料・消費税込です。 ※仕入れ状況等によりメニューが変わる場合があります。 ※写真はイメージです。

和牛カルビ ¥3,267
Short rib

上塩タン ¥2,662
Beef tongue

葱上塩タン ¥2,783
Beef tongue with leek

牛ロース ¥2,178
Loin

牛ハラミ ¥2,662
Diaphragm

牛上ミノ ¥1,936
Beef tripe

牛ホルモン ¥1,210
Beef intestine

■ 豚肉（100ｇ）

豚トロ ¥1,210
Pork neck meat

豚ナンコツ ¥968
Soft bones of pork

■ 羊肉（100ｇ）

■ 鶏肉（100ｇ）

ラム肩ロース ¥1,815
Shoulder loin of lamb

鶏もも肉 ¥968
Chicken

安比プライムポーク〇ロース ¥1,815
APPI prime pork loin

Ｒ

安比プライムポーク〇カルビ ¥1,089
APPI prime pork rib

Ｒ

■ １品料理

桜ユッケ ¥1,029
Horse meat

キムチ盛り合わせ ¥968
Kimdhi assorted

カクテキ ¥605
Cubed radish kimchi

白菜キムチ ¥605
Chinese cabbage kimchi

韓国焼き海苔 ¥605
Korean seaweed

オイキムチ ¥605
Cucumber kimchi

ザーサイ ¥605
Szechwan pickles

サンチュ（葉野菜） ¥726
Ajian lettucu

■ サラダ

烏賊焼き ¥787
Squid

ミックスサラダ ¥726
Mix salad

■ 魚介・野菜焼き

有頭海老 ¥1,089
Prawn

帆立貝柱 ¥968
Scallop

豆腐のサラダ　コリアン風 ¥787
Tofu salad   Spicy sauce

国産にんにくバター焼き ¥968
Cook garlic in butter

ミックス野菜焼き ¥847
Mix vegetables

ピーマン ¥424
Green pepper

椎茸 ¥424
Mushroom

長ねぎ ¥424
Japanese leek

かぼちゃ ¥424
Pumpkin

たまねぎ ¥424
Onion

■ 御飯類

石焼き明太ビビンバ ¥1,694
Stone roasted bibimbap with spicy pollack roe

石焼きビビンバ ¥1,331
Stone roasted bibimbap

カルビクッパ ¥1,573
Korean spicy rice soup

鶏クッパ ¥1,331
Korean chicken rice soup

ご飯（岩手ひとめぼれ） ¥363
Rice

大盛りご飯（岩手ひとめぼれ） ¥484
Rice  (Large size)

カルビスープ ¥968
Dry soup with beef

■ スープ

たまごスープ ¥847
Egg soup

わかめスープ ¥847
Seaweed soup

■ 麺類

盛岡冷麺 ¥1,331
Morioka style noodle

ミニ冷麺 ¥726
Morioka style noodle  (Small size)

辛口温麺 ¥1,694
Korean hot spicy noodle soup

野菜たっぷり温麺 ¥1,573
Korean hot noodle soup

■ セットメニュー

※なお、セットメニューは４種で４００ｇ
２人前量となっております。

Ｓセット ¥11,374
S set

安比牛サーロイン Sir loin

葱上塩タン Beef tongue with leek

豚トロ Pork neck meat

牛ハラミ Diaphragm

Ａセット ¥8,954
A set

和牛カルビ Short rib

上塩タン Beef tongue

上ミノ Beef tripe

安比プライムポーク〇カルビ
APPI prime pork rib

Ｒ

Ｂセット ¥6,776
B set

牛ロース Loin

牛ホルモン Beef intestine
鶏もも肉 Beef tripe

安比プライムポーク〇ロース
APPI prime pork loin

Ｒ


