
韓式居酒屋焼肉



韓国焼酎 한국 소주/soju

チャミスル（フレッシュ）           1,280

チャミスル
（マスカット、グレープフルーツ、すもも、ストロベリー）  1,350

チョウムチョルム                       1,350

焼 酎 소주/sour&hai

レモンサワー                                    600

カルピスサワー                              600

柚子サワー                                       600

ウーロンハイ                                    600

緑茶ハイ                                         600

ジャスミンハイ                              600

黒ウーロンハイ                             700

ホッピー  홉피/hoppy

ホッピー 白/黒                                 550

中〈キンミヤ〉                              280

外                                                      280

ハイボール  하이볼/highball

元祖キンミヤハイボール              600

角ハイボール                                    600

お飲物
음료/drink

生マッコリ 막걸리/maccori

生マッコリ（グラス）         （150ｍｌ） 550

生マッコリ (やかん)　（700ｍｌ）1,800

ギガ生マッコリ (鍋) 　　  (２L) 5,000

100％生マッコリとは乳酸
菌と酵母の活動を抑制しな
いので、自然発酵が最終飲用
時まで維持されます。今まで飲ん
だマッコリとは別格で苦手な方でも飲
めてしまうほどフルーティな味わいです。

ワイン 와인/wine

グラスワイン〈白/赤〉                    550

ボトルワイン〈白/赤〉 　　　　2,650

梅酒                                                    600

杏露酒                                            600

ソフトドリンク 소프트 드링크/softdrink

七星サイダー                                    480

ザクロジュース                             480

こどもビール                                    480

コカ・コーラ                                   450

オレンジジュース                          450

グレープフルーツジュース           450

カルピスソーダ                             450

ジンジャーエール                          450

ウーロン茶                                      380

黒ウーロン茶                                   450

ジャスミン茶                                   380

緑茶                                                  380

バドワイザー（瓶）                          700

コロナビール                                  700

キリン一番搾り                             660

サッポロ ラガービール赤星           780

キリン零I C H I           　　　　　  550

ビール  맥주/beer

生



サイドディッシュ 사이드디쉬/sidedish

キムチ各種（白菜、胡瓜、大根）       500

キムチ盛り合わせ                       750

豆もやし                                     450

ナムルの盛り合わせ                    700

アボガドのナムル                       500

韓国のり                                     300

胡瓜とニンニクのピリ辛和え   500

ニンニクのオイル揚げ              500

納豆チャンジャ                          680

ケランチム                                  720  

豚足                                             680

ガツ塩ガーリック                       700

牛肉とお野菜のチャプチェ         750

チーズトッポギ                          780

アラカルト
단품/Alacarte

チヂミ  부침개/buchimgae

ジャガイモチヂミ 明太マヨソース      780

青唐辛子とにんにくのチヂミ      780

海鮮チヂミ                                    880

刺  身 육회/sashimi

黒毛和牛タレユッケ                   1,550

黒毛和牛ねぎ塩ユッケ                1,550

白センマイ刺し                           800
※当店は港区保健所より許可を得て、認定生食生用肉取扱者等設置施設としてユッケ、
牛刺しをご提供しております。一般的に食中毒のリスクがございます。お子様やご高齢の
お客様にはご提供を控えていただく場合がございます、あらかじめご了承ください。

サラダ 샐러드/salad

キャベツサラダ                           580

特大キャベツサラダ                     750

サンチュ                                         550

ごぼうチップス                                          680

              （1p）430コリアンビーフタコス
※ 2pよりオーダー可

パーティーウイング
                           （25P）￥1900 

オリジナルウィング
              （8P）￥750 

ハニーマスタード/スイートチリ/クリームチーズ

追いソース ￥150 

FUTON K.F.C.
KOREAN STYLE FRIED CHICKEN

韓国のフライドチキンのようにサクサクの衣に仕上げた
チキンをフートンオリジナル追いソースでお楽しみ下さい。



ホルモンミックス              1,300

コプチャン                              750

シマチョウ                              850

ハツ                                            750

コリコリ                                     750

ツラミ                                       800

トントロ                                    850

鶏モモ                                       750

焼   肉
고기구이/yakiniku

Recommend!

人気 no.1

ねぎタン塩                          1,500

厚切り上タン塩                    2,000

ハラミ                                    1,250

和牛赤身ロース                    1,500

フートンカルビ                        950

和牛カルビ                          1,450

上ミノ大判焼き                    1,650

フレッシュ大判ハラミ（200g)       2,650
  
 

 
包み野菜セット（白菜キムチ、サンチュ、ごま塩タレ、酢醤油）           550 
갈매기살/harami



スープ 스프/soup

スンドゥブチゲ                       1,000

ユッケジャンスープ（＋110円で麺に）  880

たまごスープ                               680

デザート 디저트/dessert

アイス（バニラ/抹茶）                380
＋黒蜜きなこ                                 50

すだちのシャーベット                380

ご飯物/麺 식사/면/rice&noodle

ライス             S 250 / M 300 / L 350

ねぎ飯             S 350 / M 400 / L 450

冷麺            ハーフ 680 / レギュラー 980

納豆冷麺                                     1,080

石焼きガーリックライス       1,100

石焼ビビンバ                           1,100

玉子　　　                                    110

トッポギ/春菊                          各 280

カムジャタン 감자탕/gamjatang

カムジャタン鍋   S:1,430  M:2,100  L:2,750

Recommend!
おすすめ

【カムジャタンの〆】麺/おじや  各 450  

豚背骨肉/じゃが芋/野菜        各 450

コプチャン                                  780

【トッピング】


