お家でチヂミセット

お 客 様 へ

李南河特製チヂミベースとチヂミソースのセットです

ABOUT TAKE OUT MENU
各ご家庭で色々な具材を入れてお焼き下さい
（牛スジチヂミ用牛スジは、別途100ｇ860円でご用意できます）
DIY Chijimi (Korean Pancake) Set

当 店では、季 節によって色 々なメニューを提 案させ てい
ただいております。
記 載されたメニュー以 外にもお客 様のご提 案によってメ

Includes chijimi base along with sauce for 2 chijimi
pancake. Please arrange the topping yourself and you
can also purchase Gyusuji (soft beef tendons) seperately

¥1000 （チヂミ 2 枚分） (makes 2 pancakes)

ニューをお作りすることも可能でございます。
また、パーティーには欠かせない 前 菜の盛り合わせやキ

お家でハラミしゃぶしゃぶ
辛味鍋セット

ムチのテイクアウトなども受け付けておりますので、お気
軽にお問合せくださいませ。

近江牛 特選ハラミ／辛味出汁（ユッケジャン）／韮
※季節または仕入れ状況により、内容が変更する場合がご
ざいます
Menus are subject to change due to seasonality and
product availability.
※テイクアウトのご注文は1時間前までの事前予約をお願
いいたします
Please order at least 1 hour before your pick-up time.
※記載価格は全て税込価格となっております
All the items on the menu is inclusive of tax.

李南河１番人気のハラミしゃぶしゃぶ鍋をご家庭でどうぞ
DIY Harami (outside skirt) Hot Pot Set
Linamha’ s signature hotpot set
Wagyu outside skirt, soup base and garlic chives

¥4960 （2〜３人前） (2 〜 3 servings)

お家でプルコギセット

特選和牛 バラ肉（プルコギ用）／自家製プルコギタレ
韓国春雨／韮／じゃが芋／人参／玉葱／もやし
厳選された和牛とたっぷりの具材を李南河自慢のタレで炊く
ご 予 約・お 問 合 せ

ご家庭で贅沢なひとときを
DIY Bulgogi Set

075-255-1288

Including 200grams of Wagyu bulgogi meat, signature
bulgogi sauce, glass noodle, garlic chives, potatoes,
carrots, onions, sprouts.

¥4960 （2〜３人前） (2 〜 3 servings)

Take Out Menu

野菜キンパブ

チヂミ各種
李南河１番人気

色々なチヂミをご堪能ください

Gimbap

Choices of Buchimgae

葱

海 鮮

和牛すじ

季節の食材

Scallion

Seafood

Wagyu Gyusuji

Seasonal Ingredients

¥1400

¥1720

¥1720

¥1720〜

李家ポッサムキムチ

¥1400

３種類のナムルとフレッシュ野菜のヘルシー韓国巻き寿司

¥1420

季節の海鮮を韓国酢味噌で和え、白菜キムチで包んだ韓国伝統のキムチ

Various vegetables, kimchi wrapped with rice then with sheet of
seaweed.

海鮮キンパブ
新鮮な魚介と薬味醤油

¥1750
李 南河の海鮮巻き寿司

Seafood Gimbap

Various vegetables, seafood, kimchi wrapped with rice then with sheet
of seaweed

Bossam Kimchi

Varieties of fish SASHIMI & vegetables marinated with house made
chojan sauce (spicy miso sauce) wrapped with kimchi leaves

季節のナムル

¥1080

旬のお野菜のナムル五種盛り合わせ

Seasonal Namul 5 Kinds

Korean traditional marinated seasonal vegetables

蒸し豚と白キムチ

¥1420

お召し上がり下さい

Korean Style Steamed Pork served with beak kimchi (non-spicy)

厳選した和牛の赤身を香ばしく炙り、レアに仕上げました

¥1840

Today’ s Wagyu Beef Tataki served with various condiments

韓国餅と野菜の炒め物（トッポギ）

¥1130

韓国餅を揚げ季節の根菜と炒めて、甘味のある唐辛子味噌と和えた屋台
No1メニュー
Sauteed rice cake & vegetables

７種類のナムルと玄米ご飯をよく混ぜて召し上がって下さい

¥1400

Bibimbap

Various Namul vegetables served on top of mixed brown rice

BBQ ボール

¥2590

がり下さい

BBQ Bowl

Grilled wagyu beef topped over rice

純豆富（スンドゥブ）チゲ

¥1180
少し辛味の効いた胡麻ドレッシングで

Korean Lettuce House Salad

Korean Seasonal Vegetable Salad

¥1180

５種類の薬味と特製タレで漬け込み、カリッと揚げた韓国の定番スパイシー
チキン

Yangnyeom Chicken
Korean fried chicken marinated with savory sweet & spicy sauce

¥1620

牛骨白湯スープをベースに特製薬念でコクのあるスープに仕上げました

Tofu Sundubu Chigae

ユッケジャンスープ

新鮮野菜と韓国海苔の定番サラダ

薬味チキン

Various vegetables, seafood, kimchi wrapped with rice then with sheet
of seaweed.

黒毛和牛の特選赤身を特製タレで焼き上げ、玄米ご飯とご一緒にお召し上

和牛赤身のタタキ

チョレギサラダ

¥1400

Chanja Roll

ピビンパ

滋賀県産蔵尾ポークを柔らかく蒸し上げ、酸味の効いた白キムチで巻いて

Tteok-Bokki

チャンジャ細巻き
自家製チャンジャと胡瓜の細巻き

¥1940

牛骨スープ、和牛バラ肉、芋茎、韓国産唐辛子でじっくり５時間煮込んだ当
店自慢のユッケジャンスープ

Yukgaejang

Spicy Korean beef soup

BBQ BOX

¥3500

本日の厳選した和牛のステーキと旬のお野菜を中心にした李南河の韓国風
お弁当

BBQ Bento Box
Linamha original bento box including grilled Wagyu Beef, vegetables,
and various side dishes

