
※写真はイメージです。　※表示価格は税込みです。　※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。

東京都千代田区大手町1丁目5番5号 大手町タワー B1F・B2F

交通アクセス

住所

東京メトロ 東西線・丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、
都営三田線「大手町駅」直結　東西線中央改札前

駐車場情報
［利用時間］ 6：00～24：30　
［料金］ 30分300円、以降30分毎300円、12時間最大料金2,700円
※利用時間外（24：30～6：00）は入出庫できません。

OOTEMORI（オーテモリ）は地下鉄駅直結でアクセス便利！

http://www.facebook.com/OOTEMORI
OOTEMORI公式facebookページ

www.ootemori.jp

http://www.gnavi.co.jp/site/ootemori/
OOTEMORI公式ぐるなびページ

カウンターでの立ち飲み
利用のお客様限定で、
シェフのオススメタパス
を無料でご提供

スープのサイズ
アップ無料（単品・
セットメニュー）

14時から
ビールを割引
にてご提供

通常1,000円で1ポイントの
ポイントカードが、税込
3,000円以上のお買い上げ
で更に1ポイントプレゼント

商品10％OFF
（オリジナル
商品以外）

特  典

10
27

（金）

   気 になるファッション！

秋に欲しいアイテム
いち早く取り入れたいのが、秋小物とトレンドカラー。程よく今っ
ぽさがありつつも、定番として長く使える秋アイテムが登場！

今シーズンのトレンドカラーであ

る、深めのグリーンを取り入れた

着こなし。パンツを主役に、アクセ

ントとしてさりげなくファー

チャームを同系色で揃えたところ

がポイント。トップスはとろみの

ある素材のノーカラーのブラウス

で、軽さを出して。足元はグリーン

とも相性のいいイエロー系のパ

ンプスを取り入れて、差し色をプ

ラス。トップス ¥8,100、パンツ 

¥15,120、バッグ ¥10,260、シュー

ズ ¥9,180、その他本人私物

レザー調素材のスクエア型リュッ

ク。A4サイズが入る大きさで、収

納力もばっちり。フロントとサイド

にポケット付き。レザー調スクエ

アリュック ¥6,469

いつものスタイリングにプラスするだけでこなれ感のある印

象を与えてくれるベレー帽。カラーバリエーションも豊富なの

で色違いで揃えるのもGood!! フェルトベレー帽 ¥2,149

（ベージュ、ホワイト、イエロー、グレー、ネイビー、ブラック）

ボタンを留めるとポンチョにな

る2WAYストール。アクリル素材だか

ら軽量で肌ざわりもなめらか。 

2WAYチェックポンチョストール ¥2,149

OOTEMORI
毎 月 オ ー テ モ リ の 旬 な 情 報 を 発 信
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今の旬が盛りだくさん！！

秋のおすすめ
&４周年記念
フードメニュー
おかげさまでOOTEMORIは開業4周年！ これを記念して、全店舗

イチオシの秋のフードメニューを一挙にピックアップ！　秋野菜

や魚介類など、旬を迎えた食材を使ったメニューが豊富に登場し

ます。また、4周年を記念したお得な特典も多数あるので、こちらも

お見逃しなく！　OOTEMORIでは、出社前のモーニングタイムか

ら、ほっと一息つきたいランチタイム、大切な人と楽しみたいディ

ナータイムまで、さまざまなメニューを揃えてお待ちしています。

おつまみに
ぴったり！

オレンジの
酸味がきいた
パスタビール好き

必見！

濃厚な
クリーム
ソース

新鮮な紅葉鯛のフリットに、秋の味覚がつまったアツアツのあんをたっぷりと

かけた一品。数種のきのこや銀杏、茄子、栗など、旬の食材を贅沢に使用した味

覚は、この季節ならでは。紅葉鯛のフリット 秋の味覚たっぷりあんかけ ¥1,240

ANNIVERSARY MENU! 03 特典
アリ

GOOD MEAT STOCKでも圧倒的人気を誇る、

黒毛和牛血統の豪州和牛を使用したミート

ソースペンネ。熱々でジューシーなソースと、モ

チモチのペンネの相性は抜群！　豪州黒牛の

ミートソースペンネ ¥842

ANNIVERSARY MENU! 02 特典
アリ

野菜不足を
解消！

あんかけが
絶品！

ジューシーな
ミートソース

バランスよく
栄養補給

毎年恒例&オープン以来大好評の「秋刀魚と

ういきょうとオレンジのパスタ」。函館から取

り寄せた秋刀魚を、贅沢にパスタと合わせ

て。オレンジの酸味や苦み、ういきょうの香り

もアクセントに。数量限定 秋刀魚とういきょ

うとオレンジのパスタ ¥1,550

ANNIVERSARY MENU! 04

ホタテ、エビ、あさりなどの魚介を中心に、しめじ、ネギ、

ほうれん草などの新鮮な野菜、豚肉も入って、様々な食

材を楽しめる具沢山のうどん。一杯で栄養がたっぷりと

れる、うれしいメニュー。ちゃんぽんうどん ¥1,100

ANNIVERSARY MENU! 06 特典
アリ

秋の味覚でもある3種のきのこと、濃厚なチーズを合わせたオリジ

ナルのチヂミ。きのこがたっぷり入った肉厚な生地と、とろけるチー

ズが食欲をそそる。10月31日迄の限定メニュー。3種きのことチーズ

のチヂミ ¥1,026

ANNIVERSARY MENU! 08

国産牛挽肉と豚挽肉をバランスよく配合し、パイ生地で

包み焼き上げた一品。きのこを生クリームと煮詰め、香

り付けにトリュフを合わせたソースも絶品。国産牛の

ミートパイ トリュフ香るキノコクリームソース ¥1,800

ANNIVERSARY MENU! 01 特典
アリ

本誌持参の方に限り、上記商品ご注文で
「レフ・ブラウン」（Sサイズ）をサービス！

本誌持参の方に限り、ザ・プレミアム・モルツを
サイズアップ（￥590→￥490）でご提供。
※ハッピーアワー時間帯（17:30～19:00）を除く

ディナーの時間帯に限り、「ちゃんぽん うどん」を
ご注文の方にソフトドリンクを1杯サービス！

本誌持参の方に限り、ソフトドリンク1杯無料！

本誌持参の方に限り、お一人様につき
1杯「超炭酸ハイボール」をプレゼント！

税込1万円以上のご利用で、1,000円分のお食事券をプレゼント！

旬をむかえた秋ナスを丸ごと1本使った、ボリューム満点のカ

レー。秋ナス以外にも、パプリカや玉ねぎなど、大きめにカットさ

れた野菜がたっぷり。人気のインド風カレールーで召し上がれ。

秋ナスのカレー ¥1,090

ANNIVERSARY MENU! 07 特典
アリ

プレミアム達人がいれる「ザ・プレミアム・モルツ」。

PRONT IL BAR 大手町OOTEMORI店では、17時半

～19時までのハッピーアワーに、お得な価格で楽し

める。ザ・プレミアム・モルツ ジョッキ ¥590

ANNIVERSARY MENU! 05 特典
アリ



今の旬が盛りだくさん！！

秋のおすすめ
&４周年記念
フードメニュー

さっぱりと
上品な
味付け

グッド
バランス！

本格的な
パスタ

定番人気の
海老餃子
入り！

秋に
ぴったりな
新作スープ

旬がつまった
かまめし

日本では
珍しい
貴重な麺！

だしの旨みと
なめろうが
好相性

旬の脂ののったカンパチと自家製のすだちビ

ネグレットでさっぱりとアレンジ。茗荷のサラ

ダを添えて、ワインやビールなどのお酒にも

ぴったりな一品。 カンパチのカルパッチョ～す

だちのビネグレットソース ¥970

ANNIVERSARY MENU! 09

数種のキノコとポルチーニの香り高いオイルパス

タ。TAMEALSならではのこだわりでジューシーに

仕上げた自家製サルシッチャが、パスタの味わい

をより深いものにしてくれる。自家製サルシッチャ

とキノコのスパゲティ ¥850

ANNIVERSARY MENU! 11

旬の脂ののった秋刀魚を、味噌、梅、薬味と合わせて、なめろう仕立てに。丁寧

にとった和風だしとの相性も抜群。手軽に旬の味を楽しめる上、さっぱりと食

べられる極上のだし茶漬け。宮城県産秋刀魚の梅なめろうだし茶漬け ¥890

ANNIVERSARY MENU! 16 特典
アリ

アサリときのこで出汁をとり、柚子胡椒をぴりっと効かせたきしめん。赤

坂ちびすけで定番人気の、プリプリの海老を丸ごと包んだ海老餃子入り。

食事としても、締めの一品としてもオススメ。スープ餃子 ¥1,296

ANNIVERSARY MENU! 12 特典
アリ

「ディキシーデリ」からは、日替わりの

野菜をふんだんに使った「秋のよくば

り弁当」が登場。主菜から2品、副菜か

ら1品選べて、さらにたっぷり野菜を

盛りつけできる。ボリュームがあるの

で満腹感を味わえる上、バランスよく

健康的な食材が摂れる弁当。秋のよく

ばり弁当 ¥900

ANNIVERSARY MENU! 10

2週間ごとに1種ずつ秋のスープが登場。【写真上】フレンチマッ

シュルーム・ビスク（10/2～10/14）、【写真下】ハーヴェスト・バ

ターナッツ（10/16～10/28）、【写真右】リーク&ポテトビス

ク（10/30～11/11）秋の新作スープ3種 各¥690

ANNIVERSARY MENU! 13 特典
アリ

タイ産の「ライスベリー」から作られた麺は、色鮮

やかで香りもよいことが特徴。また、ポリフェノー

ルなどの抗酸化物質を多く含んでいることでも知

られている。この機会にぜひお試しください。ライ

スベリーパッタイ ¥1,404 ※1日10食限定

ANNIVERSARY MENU! 14 特典
アリ

自家製の鶏味噌と舞茸という、秋ならではの食材を使ったかまめし。アクセン

トでクレソンをトッピングして、彩りも鮮やかに。10/31までの限定メニューな

ので、食べたい方はお早めに！

鶏味噌と舞茸のかまめし ¥980

ANNIVERSARY MENU! 15 特典
アリ

本誌持参の上、19:00までにご来店の方に限り、
ミニ杏仁をプレゼント！

本誌持参の方に限り、スープのサイズアップ無料！
※サイズアップはワンサイズまで

本誌持参の方に限り、ディナー時に
ソフトドリンクを1杯サービス！（先着5名様）

本誌持参の方に限り、ポイントカード2倍！

本誌持参の方に限り、
生ビール小グラスor
グラスワイン(赤or白)
のいずれか一杯を
サービス！

※写真はイメージです。



おすすめアイテム
楽しいがいっぱい！

新しい文房具を手に入れたり、美容のケアをいつもよりも念入りに行ったり……。

そんな些細なことの積み重ねでも、日常はもっと楽しくなります。

日々の生活に取り入れるだけで彩りを与えてくれる、アイテムや食料品をご紹介！

まるで生花のような繊細なディテールに、優し

い石鹸の香りが漂うフレグランスソープ。お風

呂に浮かべれば、泡風呂に。日々の疲れも優し

く癒してくれる。Bath Fragrance Box ¥4,320

特典
アリ

【左】A4ファイルや13インチのPCなどが収納可能

な多機能ケース。内部に仕込まれたウレタンが

クッション機能を果たし、大切なものを守ってくれ

る。留め具が紐巻きになっているのも、ちょっぴり

レトロでかっこいい。GOODMANS DOCUMENT 

CASE ¥8,640　【右】天冠は時計の竜頭がモチー

フ。「大切な時間をこの筆記具とともに過ごして欲

しい」というメッセージが込められている。書き心

地も◎。ROMEO NO.3 ボールペン ¥9,180

デミグラスソースを和えたチキンと秋の味覚のパン

プキン、山の恵みの胡桃が一度に味わえる、ボ

リューミーなサンドウィッチ。栄養も満点！

チキンと胡桃のハーベスト ¥350

特典
アリ

しっとりふわふわのシフォンに、かぼ

ちゃをふんだんに使用したカスタードク

リームと、鳥取大山の生クリームがたっ

ぷりと入った、ハロウィン仕様の限定え

んとつ。かぼちゃえんとつ ¥420

特典
アリ

01

07 06 02

Good 
item

甘く芳ばしい香りが特徴のタンザニア豆と、深

いコクが特徴のコロンビア豆を新たに配合。グ

アテマラ豆やブラジル豆などの4ヶ国の豆を煎

りわけた、深い味わい。ワンコインで本格的なブ

レンドが楽しめる。ブレンドS ¥100

05 Good 
item

Good 
itemGood 

item
Good 
item

本誌持参の方に限り、
バスフレグランス商品が10%オフ！

一見、折りたたみ傘のようなアンブレラ

ボトル。カバンに入れても邪魔にならな

いスリムなスタイルが魅力的。真空断熱

2重構造で、保温も保冷にも対応。アン

ブレラボトル 各¥3,024

特典
アリ

03 Good 
item

本誌持参の方に限り、オリジナル
バックハンガーをプレゼント！

携帯に便利で液漏れしない、甘皮用のスティッ

クバター。オーガニックシアバターと天然植物性

オイルが潤いを与え、乾燥から指先を守ってくれ

る。スパネイル キューティクル バター ¥2,052

特典
アリ

04 Good 
item

本誌持参の方に限り、
全ネイルメニューが5%オフ！ ※商品は除く

先着40名様に「しあわせのえんとつ（プレーン4個）」のお得なセット
（通常価格￥1,320のところ￥1,000）を販売「チキンと胡桃のハーベスト」を購入の方に限り、

「BBこだわり果汁」1本とセットで￥30引き！


