ワンダーテーブル 2012

・ご予約についてはお店までお問い合せ下さい
・詳細に関しては店舗の Web サイトをご覧下さい
・ご予約時にモニターカードのご利用をお申し付け下さい

忘年会のご案内

2012 年 11 月

新宿エリア
1,890円 ( 〜
税別）

品川・湾岸エリア

モーモーパラダイス
高田馬場牧場

1,980円 ( 〜
税別）

2,000円 ( 〜
税込）
2,500円 ( 〜
税込）
※飲み放題付き

4,000円 ( 〜
税込）

鍋ぞう

鍋ぞう
1,980 円( 〜
税別）
）

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

3,000 円( 〜
税込）

下北沢店

03-3411-2941 http://r.gnavi.co.jp/a068874/

新宿三丁目店
新宿西口店

03-5363-4629 http://r.gnavi.co.jp/a068815/
03-3343-2981 http://r.gnavi.co.jp/a068817/

新宿東口店

03-3356-4129 http://r.gnavi.co.jp/a068847/

居酒屋 六蔵

4,500 円( 〜
税込）

Bar バー

03-3204-6141 http://r.gnavi.co.jp/a068858/

歌舞伎町店

東京ベリーニカフェ

Italian イタリアン

1,890 円( 〜
税別）

6,500 円( 〜
税込）
15,000円( 〜
税込）

1,980 円( 〜
税別）
）

※シェラスコ＋飲み放題

5,000 円 ( 〜
税込）

03-3473-2343

http://r.gnavi.co.jp/g098313/

モーモーパラダイス
鍋ぞう

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

0426-21-2981http://r.gnavi.co.jp/a068814/

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

http://r.gnavi.co.jp/a068837/

03-5600-4129

http://r.gnavi.co.jp/a068860/

吉祥寺サンロード店 0422-20-1129

http://r.gnavi.co.jp/a068816/

町田店

042-720-2941

http://r.gnavi.co.jp/a068834/

渋谷センター街店 03-3461-2941 http://r.gnavi.co.jp/a068813/

原町田店

042-732-2955

http://r.gnavi.co.jp/a068845/

03-3476-2941 http://r.gnavi.co.jp/a068849/

立川北店

042-548-2941

http://r.gnavi.co.jp/a068846/

立川南店

042-527-2941

http://r.gnavi.co.jp/a068839/

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

居酒屋 六蔵

Japanese 居酒屋

渋谷店

03-3476-3438 http://r.gnavi.co.jp/a068806/

南青山ハイボール 月の兎

青山店

Brazilian ブラジリアン

03-3796-0571 http://www.barbacoa.jp/

テール・ド・トリュフ 東京

French フレンチ 12 月 7

日（金）OPEN

予定

Chicken Cuisines 鶏料理

03-5220-5588 http://r.gnavi.co.jp/g763367/

バルバッコア・クラシコ

Brazilian ブラジリアン

03-5224-5050 http://r.gnavi.co.jp/a634263/

銀座ワインバル 月の兎

0422-21-3381

Bar バー

03-3569-0936 http://r.gnavi.co.jp/a068825/

オービカ モッツァレラバー

Italian イタリアン

バルバッコア・グリル

5,000 円( 〜
税込）
心斎橋店
※飲み放題付き

7,500 円( 〜
税込）

丸の内店

Chicken Cuisines 鶏料理

吉祥寺店

http://r.gnavi.co.jp/a068829/

関西エリア
※シェラスコ＋飲み放題

03-5772-2139 http://www.terresdetruﬀes.jp/

ローストチキンハウス

鶏や すみか

Bar バー

03-5770-6026 http://r.gnavi.co.jp/a068824/

バルバッコア・グリル

4,500 円( 〜
税込）

Brazilian ブラジリアン

06-6120-7020

ロウリーズ・ザ・プライムリブ 大阪
06-6343-3345

http://www.barbacoa.jp/
American アメリカン

http://www.lawrys.jp/

神奈川エリア
1,980 円 (〜
税別）

六本木・赤坂・銀座エリア

※フード＋ドリンク

Japanese 居酒屋

高輪店

03-3847-2981

8,300 円( 〜
税込）
丸の内店

3,000 円( 〜
税込）

http://r.gnavi.co.jp/g098303/

錦糸町南口店

丸の内エリア
4,500 円( 〜
税込）

水の賦

03-3441-7952

浅草雷門店

( 税込）

※シェラスコ＋飲み放題

Italian イタリアン

高輪店

八王子牧場

03-5325-6831 http://r.gnavi.co.jp/a068852/

西新宿店

渋谷公園通り店

3,800 円 〜

ヴェント

http://r.gnavi.co.jp/a068881/
http://r.gnavi.co.jp/a068868/

その他東京エリア

Japanese 居酒屋

ラヂオホール

鍋ぞう
1,980 円( 〜
税別）

※飲み放題付き

03-5713-2929
03-5767-4129

03-5363-6920 http://r.gnavi.co.jp/a068848/

新宿東口店

渋谷・青山エリア

2,000 円( 〜
税込）

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

蒲田店
大森店

03-3208-0135 http://r.gnavi.co.jp/a068810/
03-5292-2941 http://r.gnavi.co.jp/a068818/

歌舞伎町牧場

2,180 円( 〜
税別）
）
2,500 円( 〜
税込）

鍋ぞう

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

川崎 ラ チッタデッラ店 044-223-3577
関内店
045-227-7729
戸塚店
045-862-4129
本厚木店
046-296-4129

鍋ぞう

http://r.gnavi.co.jp/a068821/
http://r.gnavi.co.jp/a068867/
http://r.gnavi.co.jp/a068864/
http://r.gnavi.co.jp/a068861/

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

045-590-0129

港北店

ニッシュ

http://r.gnavi.co.jp/a068870/

Italian イタリアン

横浜ジョイナス店 045-317-5522

http://r.gnavi.co.jp/a068855/

トラットリア ヴェント
3,000 円( 〜
税込）
横浜ランドマークプラザ店 045-222-5570

http://r.gnavi.co.jp/g221847/

03-5786-6400 http://www.obika.jp/

Italian イタリアン

3,000 円( 〜
税込）
※飲み放題付き

8,000 円( 〜
税込）

魚や 六蔵

Japanese 居酒屋

六本木ヒルズ店

03-3423-1166 http://r.gnavi.co.jp/a384160/

ロウリーズ・ザ・プライムリブ 東京

American アメリカン

03-5770-6026 http://r.gnavi.co.jp/a068824/

ユニオン スクエア トウキョウ American アメリカン
8,000 円( 〜
税込）
03-5413-7780 http://www.unionsquaretokyo.com/

池袋エリア
1,980 円( 〜
税別）

鍋ぞう

1,980 円( 〜
税別）
）
※飲み放題付き

鍋ぞう

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

船橋南口店

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

南池袋店

03-5950-4129 http://r.gnavi.co.jp/a068812/

ロマンス通り店

03-5956-2941 http://r.gnavi.co.jp/a068878/

ラヂオホール

Bar バー

東池袋店

03-3985-7590 http://r.gnavi.co.jp/a068857/
03-3985-0203 http://r.gnavi.co.jp/a068859/

047-423-4129http://r.gnavi.co.jp/a068863/

ピッツェリア ヴェント

）
4,000 円( 〜
税込
柏高島屋

ステーションモール店

サンシャイン60 通り店 03-5958-4141 http://r.gnavi.co.jp/a068819/

2,500 円( 〜
税込）
南池袋店

千葉エリア
Italian イタリアン

04-7148-2394

http://r.gnavi.co.jp/a068872/

埼玉エリア
鍋ぞう

1,980 円( 〜
税別）
）
大宮東店
本川越店
川口店

2,180 円( 〜
税別）
）

鍋ぞう

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

048-643-2929http://r.gnavi.co.jp/a068841/
049-223-2941http://r.gnavi.co.jp/a068862/
048-250-2941http://r.gnavi.co.jp/a068840/
Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

ららぽーと新三郷店 048-950-2941

http://r.gnavi.co.jp/a068879/

UCHI
CORE
ワンダーテーブルのお店では “ウチコレ” をご用意しています。
“ウチコレ” とは、
「ウチに来たらコレを食べて下さい」と、お客様に
自信を持ってお勧めしている、その店ならではのメニューです。
どれも個性豊かで、一度食べたら自慢したくなるようなメニューです。
ご来店の際は、ぜひご賞味下さい。

Brazilian ブラジリアン

American アメリカン

プライムリブ

UCHI
CORE

American アメリカン

ピッカーニャ

UCHI
CORE

UCHI
CORE

ロウリーズ・ザ・プライムリブ
LA 創業 70 年の歴史を誇るプライムリブ専門店
（アメリカンスタイルのローストビーフ）
。
特製ス
パイスを塗った上質な骨付き牛肉をじっくり焼き
上げた、ジューシーでやわらかいプライムリブを
お好みの厚みでお楽しみください。

バルバッコア

ユニオン スクエア トウキョウ

牛肉を中心に豊富な種類の食材を特注のオーブン
で焼き上げたシュラスコ料理専門店（ブラジル風
バーベキュー）
。
ピッカーニャ（イチボ）は、岩塩の
みで味付けしているため、肉本来の甘みや香りを
お楽しみいただけます。

NY ザガットで 20 年連続 No.1 の姉妹店。
スター
シェフが監修するニューアメリカ料理を提供しま
す。
豊富なヴァリエーションの食材を使ったシェ
フズサラダは、食材の良さを活かしたシンプルな
組合せが魅力です。

Italian イタリアン

French フレンチ

Chicken Cuisines 鶏料理

タルトゥーフォ

ポーム・ド・テール

UCHI
CORE

UCHI
CORE

シェフズサラダ

オリジナルローストチキン

UCHI
CORE

テールド・トリュフ 東京

オービカ モッツァレラバー

ローストチキンハウス

日本初のトリュフ料理専門店。ポーム・ド・テー
ルは、ニースにある姉妹店でも人気 No.1 のお料
理で、甘みが強いポテトにトリュフ入りクリーム
ソースを絡めた、トリュフの香りを存分に楽しめ
る自慢の一品です。
12 月 7 日（金）OPEN 予定

水牛ミルクを使用したフレッシュ・モッツァレラ
チーズ専門店。タルトゥーフォのピンサ
（古代ロー
マの製法で作られたピッツァ）は、トリュフの香
りとモッツァレラチーズ、モッチリしていながら
軽い食感の生地とのバランスをお楽しみくださ
い。

ローストチキンが楽しめるローストチキンの専門
店。オリジナルローストチキンは、旨味と歯ごた
えのバランスが良い水郷赤鶏をオーブンでじっく
りと焼き上げ、シンプルに岩塩と胡椒のみで仕上
げた逸品です。

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

Shabu Shabu しゃぶしゃぶ

野菜市場

UCHI
CORE

野菜市場（ブッフェ）が自慢のしゃぶしゃぶ・すき
焼きの食べ放題専門店。
生命力の強い野菜がずら
りと並ぶ野菜市場には、契約農家から直接仕入れ
た 20 種以上の新鮮野菜と月替わりの旬のお野菜
をご用意しています。
お好みのスープでお楽しみ
ください。

天まぶし

UCHI
CORE

UCHI
CORE

鍋ぞう

Japanese 居酒屋

すき焼き

モーモーパラダイス
しゃぶしゃぶ・すき焼きをリーズナブルな価格で
楽しめる食べ放題専門店。
特製の割下で煮込んで
お召し上がりいただくすき焼きは、契約農家から
仕入れたコクのある卵をたっぷりつけてお召し上
がりいただく、
絶品鍋です。

天吉屋
厳選魚介を使用した天丼と天まぶしを気軽に楽し
める天丼専門店。国内初の食べ方が自慢の天まぶ
しは、始めは天つゆでさっぱりと、次に特製ダレ
で天丼として、最後に天茶漬けでさらさらと、3
つの味をお楽しみいただけます。

Japanese 居酒屋

Japanese 居酒屋

鮮魚のお造り

UCHI
CORE

Japanese 居酒屋

金目鯛の土鍋蒸し

UCHI
CORE

六菜モツ鍋

UCHI
CORE

水の賦

魚や 六蔵

居酒屋 六蔵

新鮮な魚介類を中心に素材に拘った和風ダイニン
グ。潮目で育った魚介は脂の乗りや旨味が他の魚
とは断然に違います。潮目の刺身盛り合わせは、
そんな素材の純粋な旨さと料理人の技を感じる一
品です。

毎日、漁港から入荷される新鮮な魚介類を使用し
た料理とお酒が楽しめる魚ダイニング。愛媛県宇
和島から仕入れた鯛の蒸し料理は、素材がもつ旨
味を堪能いただけます。3 種類の特製ダレをつけ
て、お楽しみください。

ボリューム満点のお料理と全国各地の焼酎が楽し
める居酒屋。六菜モツ鍋には、たっぷりの産直野
菜と厳選した国産牛のモツを使用しています。一
押しは豚骨と焙煎ニンニク、京都の白味噌で仕上
げた濃厚な白（とんこつ味噌のスープ）です。

Chicken Cuisines 鶏料理

Italian イタリアン

大山鶏と九条ねぎのすきやき

UCHI
CORE

Italian イタリアン

ピッツァ レガレット

カボチャのリゾット

UCHI
CORE

UCHI
CORE

鶏や すみか

ニッシュ

東京ベリーニカフェ

大山鶏を使ったお料理や産直野菜料理を提供す
る和風ダイニング。
鳥取県の大山鶏と京都の九条
ネギを使用した鶏すきは、秘伝の割り下を使った
“黒すき”とコラーゲンたっぷりの鶏がらスープ“白
すき”の 2 種類でお楽しみいただけます。

ワインによく合う料理を取り揃えたイタリアン。
カボチャと生クリームがたっぷりのリゾットをく
りぬいたカボチャに詰めてお出しします。器ごと
お楽しみ下さい。

季節のオススメ料理とワインが楽しめるイタリア
ンレストラン＆カフェ。トマトやルッコラ、生ハム
などを 2 枚のピザ生地の中に閉じ込めたピッツァ
レガレットは、見た目の楽しさと香ばしい食感を
味わえます。

Italian イタリアン

Italian イタリアン

Italian イタリアン

ハマグリ焼き

UCHI
CORE

ピッツァ マルゲリータ

ボンゴレ

UCHI
CORE

UCHI
CORE

イタリアンバー＆グリル ヴェント

トラットリア ヴェント

ピッツェリア ヴェント

ニューヨークにあるようなイタリアンバー＆グリ
ル。千倉産の大ぶりのハマグリを殻が真っ黒にな
るまで焼いたハマグリ焼きは、肉厚の身と口いっ
ぱいに磯の香りが広がる豪快な一品です。

グリル料理とワインが気軽に楽しめるトラットリ
ア。貝たっぷりのボンゴレは、アサリやムール貝
をはじめ、季節ごとにおいしくなる貝を選んで鉄
鍋で仕上げています。スープまで楽しめる、貝の
香りが凝縮したパスタです。

ナポリ風ピッツァが楽しめるピッツェリア。独自
に配合したピザ生地を石窯で、短時間で焼きあげ
ます。モッツァレラチーズと新鮮バジルを載せた
マルゲリータは、モチモチっとした食感が自慢の
1 品です。

Bar バー

Bar バー

Bar バー

UCHI
CORE

チーズフォンデュ

DX ハイボール

オリジナルモヒート

UCHI
CORE

UCHI
CORE

ラヂオホール

南青山ハイボール 月の兎

銀座ワインバル 月の兎

個性豊かなオリジナルカクテルが楽しめるカクテ
ルバー。オリジナルモヒートは、旬の果実をつけ
込んだラム酒と沖縄産の黒糖シロップを入れ、
ソーダで割った、他にはないフルーティーな味わ
いを楽しめます。

角ハイからモルトスコッチまで幅広い種類のハイ
ボールが楽しめるハイボールバー。DX ハイボー
ルは、800ml ある専用の特大グラスに、かちわり
氷を詰め込み、強炭酸で割った飲みごたえのあ
る味わいが楽しめます。

隠れ家的雰囲気のワインバル。チーズフォンデュ
は熟成したコンテチーズを使い、フランス産キル
シュやシャルドネで香り付けした本格派です。こ
んがりと焼いた数種類のバケットをセットにして
提供します。

