
秋食材を使ったメニューや1周年限定メニューなど、
「食欲の秋」にぴったりな美食が勢揃い。
おいしい森「OOTEMORI」で、
「秋の美食」を召し上がれ。

栗やきのこなどの秋食材を使った「季節の釜飯」など料理5品に、「おまか
せ串焼き8本」が楽しめるコース。やさしい味わいの「鶏スープ」は、釜飯に
かけてお茶漬けとしても楽しめます。お一人様＋500円（税込）で、メッセー
ジを入れられるデザートプレートに変更できます。
料理：5品+串焼き8本／ご予約：当日予約可 2名様～
／＋1,600円で120分飲み放題

鳥勘助コース  2,880円（税込）

秋食材を使った
釜飯が魅力の人気コース

やきとり・かまめし・わいん
鳥勘助 TORI-KANSUKE
☎03-6269-9596

［焼き鳥×ワイン］ B2F

［営］ 月～土／ランチ11：00～16：00（L.O.15：30）ディナー17：00～23：00
（L.O.22：30）※釡飯はL.O.22：00、日・祝／休

グラスビールorグラスワインを1杯サービス
※お食事をご利用のお客様に限る
※注文時、本冊子1部提示で1グループ4名様まで利用可能
※10月31日まで

冊子
特典

サプライズ
演出に
ぴったり！

※ディナータイムのみ

松茸を使った贅沢なチヂミ＆
鶏だしが効いたあったか韓国鶏鍋

「ソウル・タッカンマリ」は丸鶏一羽を長時間じっくり煮込んだ、「韓国鶏鍋 
GOCHU コチュ」の代表料理。鶏だしが効いたスープは飲み干したくなる
おいしさ。「松茸チヂミ」は、1周年を記念した新メニューで、松茸を1本ま
るごと使用した、シンプルかつ贅沢な一品。

ソウル・タッカンマリ  3,000円（税抜）
松茸チヂミ  2,000円（税抜）

韓国鶏鍋 GOCHU コチュ
☎03-6273-4915

［韓国料理］ B2F

［営］ 月～土／ランチ11：00～15：00（L.O.14：30）ディナー17：00～23：00
（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）、日・祝／休

※ディナータイムのみ

「チーズた～っぷりマルゲリータ」など食べごたえのある料理7品
に、メインディッシュと〆のごはんが選べるパーティーコース。メ
インディッシュのおすすめは、やわらかジューシーな「ラムチョッ
プ」。さらに、ポップコーン食べ放題！＆ウイスキー飲み放題！
料理：全8品／ご予約：前日の正午までに要予約 4名様～／
ウイスキー 120分飲み放題付き（30分前ラストオーダー）

プレミアムコース
+1,480円ウイスキー飲み放題
4,460円（税込）

ウイスキー飲み放題付きの
ボリュームたっぷりコース

PRONTO ILBAR（プロント イルバール）
☎03-5220-2811

［カフェ＆バー］ B2F

［営］ 月～金／7：00～23：00（L.O.22：30）、
土／9：00～22：00（L.O.21：30）、日・祝／休

見た目も楽しい彩り野菜と、和牛肩ロースがたっぷり
のった冷たいうどん。だしが効いた胡麻ぽん酢のほどよ
い酸味で、さっぱりと食べられます。＋220円（税込）で、
ランチセットの「しっかりご飯セット」or「ヘルシーサラダ
セット」にできます。

彩り野菜と和牛の胡麻ぽん酢うどん
1,000円（税込）

厳選した和牛肩ロースが
たっぷりのった冷たいうどん

おだしうどん かかや
☎03-6269-9496
［おだしうどん］ B2F

［営］月～金／11：00～23：00（L.O.22：30）、
土／11：00～22：00（L.O.21：30）、日・祝／休

山形ファイン特製の無添加チョリソーと野菜を、とろ～
り熱々のチーズで煮込み、きのこをトッピング。チョリ
ソーのピリ辛粗挽き食感とチーズのマイルドな味わいが
よく合います。ハイボールや赤ワインとの相性も抜群。

チョリソーのチーズ煮込み
980円（税込）

無添加ソーセージを使った
熱々のチーズ煮込み

Tameals otemachi
☎03-6269-9388

［カフェ&バー］ B2F

［営］月～金／7：00～24：00（フードL.O.23：00、ドリンク
L.O.23：30）、土／9：00～22：00（フードL.O.21：00、
ドリンクL.O.21：30）、日・祝／9：00～21：00（フード
L.O.20：00、ドリンクL.O.20：30）

※ディナータイムのみ

※ディナータイムのみ
沖縄県の純系島豚「今帰仁アグー」を、100％使用した餃子や肉団子が楽しめる1周
年特別コース。「ちびすけ餃子」をはじめとする焼餃子はもちろん、鶏の希少部位であ
る「鶏さがり」を使った一品料理や、秋野菜を使ったサラダが楽しめます。
料理：全10品／ご予約：前日までに要予約 2名様～

一周年特別コース 2,500円（税込）

「今帰仁アグー」や鶏の希少部位も
味わえる1周年特別コース

一口餃子専門店 赤坂ちびすけ
☎03-3211-0149
［一口餃子専門店］ B2F

［営］月～金／ランチ11：00～15：00（L.O.14：30）ディナー17：30～23：00（L.O.22：30）、
土日・祝／ランチ11：00～15：00（L.O.14：30）ディナー17：30～22：00（L.O.21：30）

コースをご予約のお客様4名様ごとに、スパーク
リングワイン（ハーフボトル）を1本プレゼント。
※ご予約時に本冊子をお持ちの旨をお伝えください。
※10月31日まで

冊子
特典

和だしで楽しむ
海鮮茶漬け

漬けマグロ、鯛、煮穴子、いくらがたっぷり
のった贅沢なお茶漬けに、小鉢2種、お漬物
がついた1周年特別メニュー。平日限定10食
のレアメニューなので、お早めに！

海の幸・贅沢だし茶漬け
1,000円（税込）

だし茶漬け えん
☎03-6269-9896

［だし茶漬け］ B2F

［営］ 月～金／8：00～23：00（L.O.22：40）
土／10：00～22：00（L.O.21：40）、日・祝／休

※平日限定10食

その日に仕入れた新鮮な旬の魚を使った江戸前寿司コース。先付け、酒肴、握り、
巻物のほか、「HAL YAMASHITA」を代表する「神戸牛網焼き」などが楽しめます。
カウンター席でしか味わえない、こだわりの「新和食」をご堪能ください。
料理：全10品／ 1名様～

板長におまかせ 江戸前寿司コース  6,800円（税抜）

ライブ感あふれるカウンターで味わう
旬の美食コース

HAL YAMASHITA 大手町 Lounge
☎03-5220-5886

［新和食］ B2F

［営］月～土・祝／11：00～23：00（L.O.22：30）、日／休

※ディナータイムのみ  ※カウンター席限定 ※1日限定8食

ハーブの香りとともに味わう
ヨーロッパの定番料理

チキンを丸ごと一羽、ハーブや香辛料で24時間マリネして、専用オーブンで
焼き上げたゲント特製のロティサリーチキン。皮は香ばしく、身はやわらかで
ジューシー。おすすめのベルギービールは、キレとのどごしが特徴の「ステラ・
アルトワ樽生」。

自家製 12種類のハーブを使ったロティサリーチキン
Fullsize  2,300円（税込）
Halfsize  1,430円（税込）

Belgian Beer CAFÉ Gent
☎03-6273-4662

［ベルギービールレストラン］ B2F

［営］月～金／11：00～24：00(フードL.O.23：00、ドリンクL.O.23：30)
土日・祝／11：00～22：00(フードL.O.21：00、ドリンクL.O.21：30)

※ディナータイムのみ（平日 L.O.22：00、土日・祝 L.O.21：00）

野菜デリとスープが
ワンプレートになって
新登場

秋野菜を使った野菜デリ2種と、スモールサ
イズのスープが一緒に楽しめるワンプレート
メニュー。パン2種も付いているので、いろん
なものを少しずつ食べたい方におすすめ。

ランチプレート  1,000円（税込）

Chowder's SOUP & DELI
☎03-6273-4691

［スープ・野菜デリ］ B2F

［営］月～金／7：00～21：00、土／11：00～21：00
日・祝／休

※ランチタイムのみ

※ディナータイムのみ

旬なメニューを
テイクアウトできるお店をご紹介。
オフィスやお家でも、
気軽に秋の美食を堪能しよう。

秋のおすすめ
サンドイッチ2種が新登場

「2つのパンプキン」はかぼちゃコロッケとかぼちゃサラ
ダの2つの味が楽しめるミックスサンド。隠し味にガー
リックを使った、特製ミートソースがおいしい「茄子ミー
トソース」もおすすめ。

2つのパンプキン／
茄子ミートソース 各290円（税込）

BLOSSOM & BOUQUET
☎03-6273-4139

［サンドイッチショップ］ B2F

［営］ 月～土／7：00～21：00、日・祝／休
※10/4（土）より、土曜日の営業時間が19：00終了に変更となります。

上記メニューのいずれかと一緒に「BBこだ
わりの果汁（ミニトマト・マンゴー・ブルーベ
リー）」をご購入のお客様、50円OFF。 
※10月31日まで

冊子
特典

※売り切れの際は、ご了承ください。

店長考案のオリジナルタイ料理

豚肉、もやし、さくらえびをたっぷりの春雨と一緒に炒めた、店長オリジ
ナルのタイ料理。春雨にからんだソイソースの香りとピリ辛な味わいが、
食欲をそそります。

汁なし春雨 680円（税抜）

JASMINE THAI eat & deli
☎03-6273-4317

［タイ料理］ B2F

［営］ 月～土・祝／11：00～23：00（L.O.22：00）、日／休

ファーストドリンクを1杯サービス
※ディナーをご利用のお客様に限る
※注文時、本冊子1部提示で2名様まで利用可能 ※10月31日まで
【対象ドリンク】生ビール（ミニグラス）・グラスワイン・ソフトドリンク（ミニグラス）

冊子
特典

※テイクアウトのみ

秋かぼちゃを
たっぷり使ったベーグルサンド

厚切りベーコンと秋かぼちゃのサラダに、バルサミコソース
を合わせた秋のベーグルサンド。サラダの甘みにバルサミコ
ソースの酸味がアクセントになって、食べごたえも十分。

秋かぼちゃとベーコンの
バルサミコサンド 750円（税込）

ポコベーグルカフェ
☎03-6269-9895

［ベーグルショップ＆カフェ］ B2F

［営］ 月～金／8：00～21：00、土／11：00～21：00、日・祝／休
※10/4（土）より、土曜日の営業時間が19：00終了に変更となります。

東京えんとつから
2つの期間限定えんとつが登場

9月11日～10月15日は、キャラメル生クリーム、カスタードクリーム、バナナ
がたっぷり入った「キャラメルバナナえんとつ」、10月16日～11月16日は、濃
厚なかぼちゃクリームがおいしい「かぼちゃえんとつ」が登場します。

キャラメルバナナえんとつ 420円（税込）
かぼちゃえんとつ 価格未定

東京えんとつ café
☎03-6273-4286

［スイーツ ベーカリーカフェ］ B2F

［営］ 月～土／9：00～21：00、日・祝／10：00～21：00

秋食材を使った
お弁当とカレーのセット

主菜1種、副菜2種が選べるレギュラー弁当に、カレーが
付いたセット。その日に仕入れた新鮮な秋食材をふんだん
に使った、ボリュームたっぷりのランチメニューです。

秋のプレミアムセット 900円（税込）

Dexee Deli
☎03-6273-4585

［お弁当・惣菜］ B2F

［営］ 月～土／11：00～21：00、日・祝／休
※10/4（土）より、土曜日の営業時間が19：00終了に変更となります。

※ランチタイムのみ

※写真はイメージです。



1周年の感謝を込めて、
期間限定セールやサンクスイベントを開催。

Anniversary
SALE

人気アイテム3点の
1周年特別セット

人気NO.1の「イブニングプリムローズシャンプー」と
「ラベンダー＆アボカドインテンシブコンディショナー」
に、お試しサイズの「スペアミント＆メドウスイート
スキャルプシャンプー」が付いた、1周年特別セット。
ミントが香る爽快な使い心地のスキャルプシャン
プーは、男性にも人気。

人気No.1 ハリコシ美髪キット
6,264円（税込）

john masters organics select
☎03-6268-0517

［オーガニックコスメ］ B2F

［営］ 月～土／11：00～21：00、日・祝／11：00～20：00

passage mignon
スペシャル4dayｓ！

passage mignon
☎03-6269-9831

［ファッション雑貨］ B2F

［営］ 月～土／11：00～21：00、日・祝／11：00～20：00

10月1日～4日までの4日間、「passage mignon
スペシャル4days!」を開催！
詳しくは、お店に行ってみてからのお楽しみ！

先着100名様に、
オリジナルボールペンをプレゼント

THE STATION STORE
UNITED ARROWS LTD.
☎03-5224-5540

［衣料品・雑貨］ B2F

［営］ 月～土／11：00～21：00、日・祝／11：00～20：00

9月24日～10月31日まで、本冊子をご提示の先着100
名様に、「THE STATION STORE UNITED ARROWS 
LTD.」オリジナルボールペンをプレゼント！

※写真はイメージです。 ※表示価格は税込と税抜のものがございます。詳しくは、各店舗にお問い合わせください。 ※予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

季節のアレンジメントが
1,000円OFF！

秋のお花を使った季節を感じるアレンジメントが、
期間限定で1,000円OFFに。OOTEMORIの「お
いしい森」にちなんで、ハーブやベリー、リンゴ、
カボチャを盛り込んだ、見た目にもおいしく楽し
いアレンジメント。オリジナルポットは、花後
に鉢カバーとして利用できます。 ※仕入れ状
況により、内容が変わる場合がございます。

les mille feuilles de liberte
☎03-6273-4603

［フラワーショップ］ B2F

［営］ 月～日・祝／11：00～21：00

本冊子をご提示の先着50名様に
サシェを1個プレゼント
※10月31日まで

冊子
特典

fleur automnale
4,320円（税込）⇒3,240円（税込）  ※10月31日まで

オリジナルワインが
期間限定で特別価格に！

9月24日～26日の3日間、通常1,070円（税込）の「エピスリーボヌール 
ルージュ／ブラン」が、990円（税込）にプライスダウン。どちらも飲みやすい
ので、テーブルワインとして楽しめます。さらに、10月2日・3日の2日間は、「成城
石井アプリクーポン」ご提供で、全品5％OFF！
※レジ打込み前にご提示ください。 ※他クーポンとの併用はできません。
【成城石井アプリ】
セールや新商品の情報、店舗で使えるお得なクーポンなど、毎日の生活に役立つ情報を
発信。 ※成城石井アプリは、iPhone・Androidから無料でダウンロードできます。詳しく
は、店舗にお尋ねください。  ※一部バージョンでは対応していない場合がございます。

エピスリーボヌール ルージュ／ブラン
1,070円（税込）⇒990円（税込）  ※3日間限定

EPICERIE BONHEUR 成城石井
☎03-5220-2951

［グロサリーストア］ B2F

［営］ 月～日・祝／7：30～23：00

ファミマプレミアムの
人気プリンが20円OFF！

9月24日～10月31日までの期間中、ファミマプレミアム
の「くちどけ贅沢プリン」が20円引きに。北海道産純生
クリームと六甲山麓牛乳を使ったなめらかなプリンに、
とろっとしたクリーミーソースがよく合います。バニラ
ビーンズ入りの特製カラメルソースをかけて召し上がれ。

くちどけ贅沢プリン
210円（税込）⇒190円（税込）  ※10月31日まで

ファミリーマート
☎03-5220-5582

［コンビニエンスストア］ B1F

［営］ 年中無休／7：00～23：00


