
仕入れ状況により
商品の内容は
変更になる場合がございます



֗␇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 / 秘伝コク旨サンジャン 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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⑦⑭⑱⒁삼겹살세트

⑦⑭⑱⒁ ⒁⑱⒁
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
マンドゥ

スンドゥブチゲ
パッピンス

Ӡ⒁̌ ⑦⑭⑱ܢ⑁⑉ ⏬̍⏔ +ᬟ␇வ⑯⑹

¥2,800
(税込¥3,080 )

¥2,800

֗␇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

14全 品

14全 品 14全 品

14全 品

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。

セットは人数分ご注文ください / 2 2名様からご注文可能です / 写真は 人前です
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※コースご注文の場合のみご利用頂けます。
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100分
(税込¥550 )

(税込¥860 )

(税込¥1,080 )

ީ১¥500Ⴆ১¥780

¥980

⑹⑱⒁⑱

⑱⒁⑱

極厚センサムギョプサル
骨つきテジカルビサムギョプサル
とろ～りチーズ

本日のおすすめトッピング

済州御飯 or 本格一口冷麺
ラッポギor ケランチム

パッピンス包みクレープ

極厚センサムギョプサル
自家製燻製フンジェ王カルビ
とろ～りチーズ

本日のおすすめトッピング

済州御飯 or 本格一口冷麺
ラッポギor ケランチム

パッピンス包みクレープ

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
スンドゥブチゲ
済州御飯

(税込¥3,080 )

oror oror

⏬⏔ᐽ⏒␑⏄ ̔⒁␆⏯൜⏟␉␓ᠠ⒁ ⏛␔⏯ใ␆␒ᴁއ�؎⏑ᐽ⏶᠅๔⒁⒁ ¥3,500
(税込¥3,850 )

⑲⑥⑦⒁ ¥4,500
(税込¥4,950 )

֗␈൜⏟⏝␚ܢ⏍␗ز⒁ ⒁⏬⏔⏶ީ১Ϯษ /P��



⑦⑭⑱

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）

֗␇ᥩᕔᬘ␁வ •パチョレギ
•サンチュ

Ըۗ⒁ •焼きキムチ •豆もやしナムル
•秘伝コク旨サンジャン•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

갈

¥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

생

¥880 (ሖᢰ¥968 )

ᄯϾ⏔⑭⑱
サム（3）ギョプサル = 三枚肉　オ（5）ギョプサル = 五枚肉
カリカリに焼かれた皮がたまりません

오

¥980 (ሖᢰ¥1,078 )

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

ൗו⑁⑹⑦⑭⑱
두  생

¥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。

생
⑁⑹⑦⑭⑱

ൗו⑁⑹⑦⑭⑱두  생

݅⑹⑦⑭⑱소   

¥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

⒁⑦⑭⑱
¥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。

¥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

우

¥880 (ሖᢰ¥968 )

ᒳࡁ࿑ᛈ⑹၂⑱⑵⑹ 갈

¥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

지갈

¥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
이!
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⑉⑹토 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

매실 아  오이

¥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

참   네

¥290 (ሖᢰ¥319 )

ᢠᢠ⑩⑹
激辛韓国味噌

 매  소스

¥290 (ሖᢰ¥319 )

⏝⏫⏹␒⏑␕⏟ጣ឵
実は豚肉と相性ばっちり
ちょっと気分を変えたいときに

갈은 무  토

¥290 (ሖᢰ¥319 )

ሇЗ௺⑹⑩⑹�
クセになる味わいのテンジャン味噌と
たっぷりの魚介エキスで煮立てました

¥390 (ሖᢰ¥429 )

⑇⒁⑀치Ϯษ
⑉⑹No.1

ᬎ일ؽ

소스
ᛈ⏬⏘⏨␔

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

⏰␕˓␒⑇⒁⑀ 나는 치

¥300 (ሖᢰ¥330 )

⏒␄⏩␋⑰⒁⑥⒁⑇⒁⑀
 치

¥330 (ሖᢰ¥363 )

ఇމ⑰⒁⑥⒁⑇⒁⑀
 치

¥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 !

¥250 (ሖᢰ¥275 ) ۠⏶␒
定番の味付きパリパリのり

¥250 (ሖᢰ¥275 ) ⑯ᢠ⑯
フレッシュなニラのピリ辛和え

이

¥290 (ሖᢰ¥319 )

ྡ⏔⑦⑇
定番の焼き白菜キムチ

 치

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

나 무

¥290 (ሖᢰ¥319 )

⏤␛␆⏋⑦⑱
おつまみにもぴったりの一品

사리나

¥300 (ሖᢰ¥330 )

⑤⏶ᕵ
¥290 (ሖᢰ¥319 )

Οᓩᬥ
¥290 (ሖᢰ¥319 )

֗␇⑲⒁레

¥290 (ሖᢰ¥319 )

႗އೞϮע⑦⑱
甘酢の酸味といりごまの香ばしさ◎

무당 나

¥290 (ሖᢰ¥319 )

⏜␕⏜␕⑹
パンチが足りないときにはこれ !

¥250 (ሖᢰ¥275 )

Ⴡ࠲

ූᬎ
֗␈⑉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

 바스

¥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

토 토 파 우

¥350 (ሖᢰ¥385 )
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⏡⏠⑇⑈⑥
牛すじの旨み広がる定番の本格チヂミです

쇠고기 전류

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

김치 치즈 전류

¥620 (税込¥682 )

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

불고기

¥1,480 (税込¥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

곱창볶음

¥1,280 (税込¥1,408 )

۠ᦆಛྡ⏔철판구이
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

08

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。

순두부찌개

¥980 (税込¥1,078 )

牛･豚スープ 牛スープ

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

육개장

¥980 (税込¥1,078 )

╚

국



۠ྡ⏔ᬤࠍ�⑤⑹
もっちり薄皮にぎっしり
具が詰まったマンドゥ

만두

¥590 (税込¥649 )

۠ௗၙ포차메뉴 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

잡채

¥550 (税込¥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

돼지수육

¥720 (税込¥792 )

⑇⒁⑀⑯⑹⑇⑦치즈계란찜

¥550 (税込¥605 )

⏽␗⏽␗⑯⑹⑇⑦계란찜

¥480 (税込¥528 )

韓国風茶碗蒸し。
スフレのようなふわふわ食感です

09

⑦⑇ᅀ␒؉␗⏣모둠 김치

¥650 (税込¥715 )

ᄠᕔ⑦⑇배추김치

¥360 (税込¥396 )

⑇⑩⑹⑩창란젓

¥480 (税込¥528 )

឵␊␌⏟⑦⑱콩나물

¥290 (税込¥319 )

⏤␛␆⏋⑦⑱고사리나물

¥300 (税込¥330 )

␃⏍␔␛ᔯ⑦⑱시금지나물

¥320 (税込¥352 )

႗އೞϮע⑦⑱무당근나물

¥290 (税込¥319 )

ೞ⑦⑇깍두기އ

¥380 (税込¥418 )

⏔␍⏍␒⑦⑇오이김치

¥380 (税込¥418 )

⏡␓␉⑦⑇진미무침

¥460 (税込¥506 )

모둠 나물

¥

⑦⑱ᅀ␒؉␗⏣
590 (税込¥649 )

⑦⑇김치

⑦⑱나물

δ⏜⏰⑤⑦⑇
トマト丸ごと漬けちゃいました

토마토김치

¥400 (税込¥440 )



⏜␆⏶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

아

¥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 !

라 이

¥680 (ሖᢰ¥748 )

⑉④이

᠐ᢠ⑉④
もちもちお餅を
旨辛ソースで

이

¥580 (ሖᢰ¥638 )

⏜␆⏶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

아  주

¥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

¥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

우

۠ௗၙ포차 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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⑱⏰ᥩᕔ⏶⑹
牛肉とごま油の風味が口の中に広がります

불고기 김밥

¥780 (税込¥858 ) ⑦⑇⏰⑰⒁⑦⑇⒁⑀⏶⑹
キムチの辛味とチーズのマイルドさが相性抜群

김치 치즈 김밥

¥780 (税込¥858 )

⑯ 大공기밥 ¥250 (税込¥275 )中 ¥200 (税込¥220 )

材も
鉄 上に

ࣰ້সᬞ
鉄板に残った食 一緒に混ぜ　飯!
板の 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

볶음밥

¥850 (税込¥935 )

⑇⒁⑀⑉⑹ +¥150 (税込¥165 )

볶음밥

ᦆಛ⑹⑦⑭⑱⏶⏄⏜ᬞ

ᒳࡁᛈ⑦⑱⏶⑹
비빔밥

¥980 (税込 ¥1,078 )
自家製ナムルとコチュジャンをお好みで

⏜ᬞ밥

スープつき

1 1

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

냉면

¥480 (税込¥528 )

⏜␆⏶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

깻잎장아찌 주먹밥

¥450 (税込¥495 )

12

⑯ᥗ๚⏾⏫⏒⏘⏒⏘⏜⏷␛
ニラの風味とシンプルな味つけが

食欲を刺激するTKG

부추간장계란밥

¥480 (税込¥528 )



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 !

⑇⑩⑥⑱참이슬

⑭⑹⒁�좋은데이

۠ྡ소주

⑲⒁⑹참이슬

¥800 (ሖᢰ¥880 )

⑲⒁⑱⒁⑊참이슬 자몽

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑤⑉참이슬 포도

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⏡␊␊참이슬 자두

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑲⒁⑹좋은데이

¥800 (ሖᢰ¥880 )

⑃⒁⑆՜⑁⑉�⑱⑹⑃⑹⑅⑹⑹소다

+¥200 (ሖᢰ¥220 )

␎⏢좋은데이 자두

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑳좋은데이 석류

¥850 (ሖᢰ¥935 )

⑯⑤⑹⒁좋은데이 깔라만시

¥850 (ሖᢰ¥935 )
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ノンアルコール

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。

グラス

グラスやかん

マスカット バナナ바나나梨

グラスやかん

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。
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（　    ¥473）¥430

¥1,480

¥1,580

¥400

¥450

¥450

ALL
¥480ALL

¥880ALL
（　    ¥528）

（　    ¥968）

（　    ¥1,628）

（　    ¥1,738）

（　    ¥440）

（　    ¥495）

（　    ¥495）



칵테일

카시스 소다

카시스 오렌지

카시스 우롱

진 토닉

진 벅

진 리키

피치 소다 퍼지 네이블

생맥주

샌디 개프 

무알콜 맥주는

사워

하이볼

매실주

맥주

매실주

레몬 사워

유자 사워

우롱사워

미초 사워

ざくろ / マスカット/ もも / パイナップル / カラマンシー

하이볼

진저에일 하이볼

콜라 하이볼

유자 하이볼

14

¥480

¥580

¥480

ALL
（　    ¥528）

（　    ¥528）

（　    ¥638）

¥630（　    ¥693）

¥480（　    ¥528）

¥750¥450（　    ¥495） （　    ¥825）

¥880¥480（　    ¥528） （　    ¥968）

¥880¥480（　    ¥528） （　    ¥968）

¥880¥480（　    ¥528） （　    ¥968）

¥880¥480（　    ¥528） （　    ¥968）

¥880¥480（　    ¥528） （　    ¥968）

¥880¥480（　    ¥528） （　    ¥968）

¥880¥480（　    ¥528） （　    ¥968）



미초 소다

음료수

ざくろ / マスカット/ もも / パイナップル / カラマンシー

콜라

칠성사이다 봉봉 포도갈아만든 배

진저에일

YUZUTEA

오렌지쥬스

우롱 차

옥수수 차

ゆず茶

＊コースご注文の場合のみご利用頂けます。

무한
리필

チャミスル、マッコリ、美酢など
種 飲み放題約４0

15

ノンアルコール

アルコール

女性
男性

（　    ¥473）¥430
（　    ¥418）¥380

（　    ¥495）¥450（　    ¥495）¥450（　    ¥473）¥430

（　    ¥418）¥380

（　    ¥418）¥380

（　    ¥418）¥380

（　    ¥418）¥380

（　    ¥418）

（ 税込 ¥1,080）

（ 税込 ¥860）
（ 税込 ¥748）

¥380

¥980

¥780
¥680

100分

ALL



⑳⑱⑉⑹

트로피컬
팥빙수

⑇⑭⑲⒁⑉⑹

초콜릿
팥빙수

⑰⒁⑉⑹

베리
팥빙수

口に入れた瞬間
ふわっと溶ける食感が

たまらない !

使
用

팥빙수

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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