
MAREMMA  Party  Plan

・ ノルウェーサーモンのイタリア風シーザーサラダ
・ 熟成させたポークパテとローストポーク
・ 広島県産牡蠣の香草パン粉焼き
・ ズワイ蟹と旬のキノコの
   スパゲッティーペペロンチーノ
・ 石窯焼きローマピッツァ
   マルゲリータとマリナーラ
・ 牛サーロインと豚タンのグリル
   ２色のソース

03-3217-1222Tel.
LA MAREMMA マレンマ

東京都千代田区大手町 1-5-1 
大手町ファーストスクエア1F

※ 2日前までにご予約をお願いいたします。　※天候や仕入の状況により、食材やメニューが変更になることをご了承ください

www.restaurant-mrs.com

Reservation

LINE@

Website

※写真はイメージです

Pizza e Sfizi

日・祝　年末年始

月～金  17:00～23:00
    土　  17:00～22:00

月～金  11 : 00～16:00
    土　 11 : 30～16:00

ラ ン チ

ディナー 

休 日

・ ３種のカルパッチョ
・ 熟成させたポークパテとローストポーク
・ 彩りフレッシュサラダ
・ ズワイ蟹と旬のキノコの
   スパゲッティーペペロンチーノ
・ 石窯焼きローマピッツァ
   マルゲリータとクアトロフォルマッジ
・ 牛肉と豚タンのグリル
   ２色のソース

2.5時間飲み放題付き

アルタクオリタプラン

・祝い酒
・調理場からの１品
・鮮魚のカルパッチョ
・彩りフレッシュサラダ
・オーガニックパスタ
・石窯焼きローマピッツァ
  ２種の味
・シフォンケーキ

マレンマプラン 2018
12/１Sat～28Fri

6,000円（税込）

自慢の石窯焼きピッツァに旬の魚介を使ったオーガニック
パスタなど全６皿に２時間飲み放題が付いたプランです。

★プラス
300円で

　デザー
トをご用

意！

2時間飲み放題付き

★2時間飲み放題付き

★お料理のみ

前菜やピッツァに飲み物もグレードアップした
２.５時間飲み放題付きプランです

★プラス
300円で

　デザー
トをご用

意！

新春特別プラン2019
2019
1/4Fri ~

 2/28Thu

2019
1/2Wed,3Thu
この2日間は特別に
ランチタイムのみ
承ります

3,000円（税込）
5,000円（税込）

自慢の石釡焼きローマピッツァと
マルケ州政府公認の有機パスタなど
全６皿をお楽しみください。

お1人様1杯
祝い酒
プレゼント！

※12/22～24を除く

冬の忘年会 冬の忘年会

 事前予約で5,400円（税込）
6,600円（税込）

事前予約で6,000円（税込）

事前予約で4,500円（税込）

★プラス
200円で

　「瓶ビ
ール」　

 「生ビー
ル」の

　飲み
放題にグ

レードア
ップ！

イタリアNo.1
生ビールと
スプマンテも
飲み放題！



ANCLAR  八重洲
東京都中央区八重洲2-1 
八重洲地下街 
外堀地下2番通り

おひとり

2018. 11. 19 ~ 12. 28

（税込）

ご予算、ご要望ございましたら、お気軽にご相談ください。

２時間のフリードリンク付！
＊2名様から承ります　＊飲み放題は終了30分前がラストオーダーとなります

写真はイメージです

※当日13時までにご予約をお願いいたします。　※天候や仕入の状況により、食材やメニューが変更になる場合がございます。

ANCLAR

・タパス３種
・農園サラダ

・フライドポテト
・生ハム
・牡蠣のアヒージョ

・ビーフサーロインのグリル
・魚介のパエリア
・特製デザート

忘年会パーティープラン
¥6,500

03-6262-3717

アンクラーの人気メニューを特別コース仕立てでご用意しました。 カヴァも飲み放題で6,500円のお得なプランです。

www.restaurant-mrs.com/
restaurant_anclar_yaesu

Website

Reservation

Tel. 

東京駅から地下通路で直結　地下鉄日本橋駅からも至便です

日本橋方面



おひとり

写真はイメージです

（税込）

２時間飲み放題付！

２時間飲み放題付！

２時間飲み放題付！

ANCLAR Party Plan

・タパス２種盛り合わせ
・ツナとアボカドのシーザーサラダ
・生ハム乗せたパンコントマテ
・タラときのこのクロケタス
  ピリ辛トマトソース添え
・ローズマリー香る
  骨付きもも肉のロースト
・魚介のパエリア
・本日のデザート

ウインターコースB
¥5,500

「海のもの」も「山のもの」も彩り鮮やかに香り高く皆さまをお待ちしています

 2018. 11. 15 ~ 2019. 1. 31

飲み放題ドリンクメニュー

・アサヒスーパードライ
・ワイン赤白
・カクテル各種

・ハイボール
・ソフトドリンク各種

右記の３つのコースに含まれます

・タパス２種盛り合わせ
・生ハム
・ツナとアボカドのグリーンサラダ
・彩り野菜と牛肉のミートローフ
  ローズマリーポテト添え
・鶏とパプリカのバスク煮込みのショートパスタ
・本日のデザート

ウインターコースA
おひとり¥4,500（税込）

（税込）

・前菜３種盛り合わせ
・１５か月熟成藤沢生ハム
・からすみを散りばめた
  鎌倉野菜のチョップドサラダ
・カニとほうれん草トルティージャ
・オレガノビーフサーロイングリル
 中戸川トマトのロースト
・魚介のパエリア
・バスクチーズケーキ

ウインターコースC
おひとり¥6,500

ご予算、ご要望ございましたら、お気軽にご相談ください。

小田急線
相鉄線
海老名駅JR相模線

海老名駅

西口

ららぽーと
海老名
ららぽーと
海老名

ＶｉＮＡ ＧＡＲＤＥＮＳ
ＴＥＲＲＡＣＥ ２Ｆ
ＶｉＮＡ ＧＡＲＤＥＮＳ
ＴＥＲＲＡＣＥ ２Ｆ

小田急線・ＪＲ相模線　海老名駅 徒歩1分 

※前日17時までにご予約をお願いいたします。（状況によっては事前のご予約がなくても承れる場合があります）
※天候や仕入の状況により、食材やメニューが変更になる場合がございます。

ANCLAR 海老名（アンクラー 海老名）
神奈川県海老名市めぐみ町２-１
ＶｉＮＡ ＧＡＲＤＥＮＳ ＴＥＲＲＡＣＥ ２Ｆ
11:00-23:00
http://restaurant-mrs.com/restaurant_anclar_ebina

Tel. 046-259-5127



★プラス2000円で
　フリードリンク2時間がつきます

Bubby’s アークヒルズ
03-6441-0733
東京都港区赤坂1-12-32  
アーク森ビル2F
月～金   8:00～23：00
土日祝 10:00～22：00
無休（施設休業日を除く）

Bubby’s 汐留
03-6274-6857
東京都港区東新橋1-5-2 
汐留シティセンターB2F
月～金   8：00～23：00
土日祝   10：00～23：00 
無休（施設休業日を除く）

Bubby’s 二子玉川
03-6431-0555
東京都世田谷区玉川1-14-1 
二子玉川ライズS.C. 
テラスマーケット2F
10：00～23：00
無休（施設休業日を除く）

0422-27-6971
東京都武蔵野市吉祥寺
本町1-11-5
コピス吉祥寺 A館 1F
10：00～23：00
無休(商業施設点検日のみ
臨時休業あり。年2回程度）

Bubby’s 吉祥寺

045-681-0306
神奈川県横浜市西区
みなとみらい2-2-1
ランドマークプラザ1Ｆ
9:00～22:00
無休（施設休業日を除く）

Bubby’s
ランドマークプラザ

Bubby’s ヤエチカ

土日祝

03-6225-2016

月～金   7：30～22：30

無休（施設休業日を除く）

東京都中央区八重洲2-1 
八重洲地下街 中3号

9：00～22：00

www.bubbys.jp

・ アメリカンアペタイザートリオ

・ フレッシュケールサラダ
   レモンドレッシング

・ プルドポークスライダー
  ＆ オニオンストロー

・ 岩手県産 みちのく清流若鶏の
  ローストチキン（半身）
              or
  フライドチキン（３Ｐ）

・ クリーミーマッシュポテト
  ＆ ブロッコリーソテー

・ 選べるデザートパイ

※2日前の21：00までにご予約をお願いいたします
※天候や仕入の状況により、食材やメニューが
　変更になることをご了承ください

12.3.2018 ˜1.31.2019

おひとり¥3,000（税込）

＊2名様から承ります
＊このメニューはディナータイム限定です
＊このメニューは要予約です

  スモークサーモンカルパッチョ 
  クラブサラダ
  冬野菜のオリーブソース

Bubby’s Party Plan
中はしっとり、外はパリッと焼き上げたローストチキンか、熱々のクリスピーに仕上がった

フライドチキンをお選びいただきます。 大勢でワイワイとお楽しみください！




