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幹事様の強い味方、グルメ店も多彩な〝選べる〟駅近レストラン！歓送迎会
特集号



［おだしうどん］おだしうどん かかや ……………… p.4
［一口餃子専門店］一口餃子専門店 赤坂ちびすけ … p.4
［スペイン風魚介食堂］
La Pesquera ‒MARISQUERIA‒ ………………… p.4
［スープ・野菜デリ］Chowder's SOUP&DELI … p.5
［カフェ&バー］PRONT ILBAR ………………… p.5

［おだしうどん］おだしうどん かかや ……………… p.4
［一口餃子専門店］一口餃子専門店 赤坂ちびすけ … p.4
［スペイン風魚介食堂］
La Pesquera ‒MARISQUERIA‒ ………………… p.4
［スープ・野菜デリ］Chowder's SOUP&DELI … p.5
［カフェ&バー］PRONT ILBAR ………………… p.5
［カフェ&バー］Tameals otemachi ……………… p.6
［韓国料理］韓国鶏鍋 GOCHU コチュ ………… p.10

［日本前寿し］にぎにぎ一 八重洲本館 ……………… p.4

［和食居酒屋］個室処 稲田屋はなれ ……………… p.8
［九州料理居酒屋］神屋流 博多道場 ………………p.8
［イタリアン］BOSSO YAESU ……………………… p.9
［タイ料理レストラン］JASMINE THAI …………… p.9
［中国料理・餃子］FEI・Little TaiKouRou ……… p.9
［活イカ・魚料理］東京イカセンター …………… p.10

［本格欧風カレー］もうやんカレー Tokyo ………… p.5
［うどん＋創作和食］ちよまんみTokyo …………… p.5

［新和食］HAL YAMASHITA 大手町 Lounge … p.10
［ベルギービアレストラン］
ベルジアン ブラッスリー コート ゲント ………… p.10
［韓国料理］韓国鶏鍋 GOCHU コチュ ………… p.10

［イタリアン&ワインバー］VINORIO …………… p.11
［ビストロィ］ぶーみん Vinum …………………… p.11
［もつ鍋・水炊き・牛・豚・鳥・馬肉料理］
博多もつ鍋 幸 とりもつえん 京橋店 ……………… p.11
［北京料理＆北京ダック］Chinese Grill 隨園別館 … p.12
［焼肉・韓国料理］焼肉トラジ …………………… p.12
［串揚げ］串揚げ 串亭 ……………………………… p.12
［居酒屋］山陰海鮮 炉端かば …………………… p.12
［French Bistrot Café et Bar］LES ROSIERS BISTROT DE L'OIE p.13

［和食 居酒屋］別亭 神田新八 …………………… p.13
［日本料理］京橋 婆娑羅…………………………… p.13

［から揚げとエスニック］らんまん食堂 …………… p.6
［ワインバル］BANNZAI VINO京橋 ……………… p.7
［中華料理］歓迎 蒲田羽付き餃子 ………………… p.7
［大阪 お好み焼き・鉄板焼］鶴橋きっちん ………… p.7
［霧島鶏と厳選鮮魚］
骨付き鶏もも一本焼き すぎのこ …………………… p.7

［霧島鶏と厳選鮮魚］
骨付き鶏もも一本焼き すぎのこ …………………… p.7
［ワインバル］BANNZAI VINO京橋 ……………… p.7
［イタリアン&ワインバー］VINORIO …………… p.11
［北京料理＆北京ダック］Chinese Grill 隨園別館 p.12
［居酒屋］山陰海鮮 炉端かば …………………… p.12
［和食 居酒屋］別亭 神田新八 …………………… p.13
［French Bistrot Café et Bar］
LES ROSIERS BISTROT DE L'OIE …………… p.13

［中華料理］歓迎 蒲田羽付き餃子 ………………… p.7
［焼肉・韓国料理］焼肉トラジ …………………… p.12
［串揚げ］串揚げ 串亭 ……………………………… p.12
［日本料理］京橋 婆娑羅…………………………… p.13

［本格欧風カレー］もうやんカレー Tokyo ………… p.5
［うどん＋創作和食］ちよまんみTokyo …………… p.5
［から揚げとエスニック］らんまん食堂 …………… p.6
［大阪 お好み焼き・鉄板焼］鶴橋きっちん ………… p.7
［ビストロィ］ぶーみん Vinum …………………… p.11
［もつ鍋・水炊き・牛・豚・鳥・馬肉料理］
博多もつ鍋 幸 とりもつえん 京橋店 ……………… p.11

［海鮮創作料理］魚河岸千両 日本橋 …………… p.11

［海鮮居酒屋］
ご当地酒場 長崎県五島列島 小値賀町 ……………… p.6
［明太子・九州料理］博多もつ鍋 やまや ……………p.8
［肉バル］meatbistro tan ………………………… p.9
［海鮮創作料理］魚河岸千両 日本橋 …………… p.11

［活イカ・魚料理］東京イカセンター …………… p.10

［ベルギービアレストラン］
ベルジアン ブラッスリー コート ゲント ………… p.10

［日本前寿し］にぎにぎ一 八重洲本館 ……………… p.4
［ベルギービアレストラン］
ベルジアン ブラッスリーコート リエージュ＝ギユマン … p.6

［カフェ&バー］Tameals otemachi …p.6
［焼鳥×ワイン］やきとり・かまめし・わいん 鳥勘助
TORI-KANSUKE ………………………p.8

［焼鳥×ワイン］やきとり・かまめし・わいん 鳥勘助
TORI-KANSUKE …………………………………… p.8
［新和食］HAL YAMASHITA 大手町 Lounge … p.10

［ベルギービアレストラン］
ベルジアン ブラッスリーコート リエージュ＝ギユマン …… p.6
［和食居酒屋］個室処 稲田屋はなれ ……………… p.8
［九州料理居酒屋］神屋流 博多道場 ………………p.8
［イタリアン］BOSSO YAESU ……………………… p.9
［タイ料理レストラン］JASMINE THAI …………… p.9
［中国料理・餃子］FEI・Little TaiKouRou ……… p.9

［海鮮居酒屋］
ご当地酒場 長崎県五島列島 
小値賀町 ……………………p.6

［明太子・九州料理］
博多もつ鍋 やまや …………p.8

［肉バル］
meatbistro tan ……………p.9

幹事さんにとって慌ただしい、歓送迎会シーズン。
そんな時は「まるごと東京ごはん」におまかせ！アクセスが便利な東京駅
周辺の 4施設の中から、予算や人数などに合わせたお店選びができます。

歓送迎会は、条件に合わせて選ぼう

4人程度で
こじんまりと

10人前後の会食なら 15人以上の
宴会に

5,000円～8,000円で
会社の宴会にもぴったりなお店

3,000円～5,000円で
気軽にワイワイ過ごせるお店

3,000円以下で
リーズナブルに楽しめるお店

8,000円～で
大切な方 を々もてなすお店

予算で選ぶ！ お得な特典を探す！ 人数で選ぶ！
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条件 条件

歓送迎会
特集号

個室利用できるお店
大切なお客様とゆっくり過ごし
たい方におすすめです。

〈東京スクエアガーデン〉

〈東京スクエアガーデン〉

〈八重仲ダイニング〉

〈八重仲ダイニング〉

〈八重仲ダイニング〉 〈八重仲ダイニング〉

〈八重仲ダイニング〉

〈オーテモリ〉

〈オーテモリ〉

〈オーテモリ〉

〈オーテモリ〉

〈オーテモリ〉
〈ICCHO日本橋〉

〈ICCHO日本橋〉

〈ICCHO日本橋〉

〈オーテモリ〉

〈東京スクエアガーデン〉
〈東京スクエアガーデン〉

〈東京スクエアガーデン〉

〈東京スクエアガーデン〉

〈東京スクエアガーデン〉

2 3=飲み放題 =個室あり =貸切あり =お食事券取扱い（ディナーのみ）













東京の中心だからアクセスもよく、オフィス街も近く
て集まりやすい…、そんな東京駅エリアにある 4つの
レストラン街はいかが？味自慢や名物店も多く、料理
のジャンルも多彩！歓送迎会にぴったりです。

歓送迎会は、
東京駅周辺の
4館がベンリ！

おしゃれで親しみやすい路地風の空間は、八重洲仲通りの
雰囲気をイメージ。個性的でバラエティー豊かなお店が集結
しており、いつでもカジュアルに宴会を楽しめます。

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビルB1F・B2F
■ JR「東京駅」八重洲地下街16番出口より徒歩2分／東京メトロ銀座線・
東西線「日本橋駅」A7出口より徒歩1分
http://www.yaenaka-dining.com

高さ15mの吹き抜けには地上の「大手町の森」からの自然
光が差し込み、安らぎを感じられる空間に。ランチや女子会、
大人数の歓送迎会まで多彩にお選びいただけます。

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワー B1F・B2F
■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
http://www.ootemori.jp

都内各所の人気店をはじめ、地方の名店や隠れ家的な大人
のレストランまで、注目のおすすめグルメが盛りだくさん。こ
こ一番のおもてなしにもご利用いただけるお店が揃います。

〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンB1F～2F
■東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口直結／東京メトロ有楽町線「銀座一
丁目駅」7番出口より徒歩2分／都営浅草線「宝町駅」A4番出口より徒歩
2分／ JR「東京駅」八重洲南口より徒歩6分／ JR「有楽町駅」京橋口よ
り徒歩6分　
http://www.tokyo-sg.com

おしゃれなバルやにぎやかな居酒屋など、カジュアルながら
もこだわりの料理を楽しめるお店ばかりです。会社の同僚
や友人との気軽な会食や宴会におすすめ。

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビルB1F
■東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」B9出口直結／ JR「東京駅」日
本橋口より徒歩5分

AREA：八重洲エリア

八重仲ダイニング
AREA：大手町エリア

OOTEMORI
AREA：京橋エリア

東京スクエアガーデン
AREA：日本橋エリア

ICCHO日本橋
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1

1 32 4

3

4

2

14 15



花束・ブーケ・
アレンジメント

カファレル　
てんとう虫 2個セット

スマイルミニケース、
スマイルポーチ

ヘパリーゼ トラベルレインコート
 Men’s／Women’s

Philippiジョルジオ・
ネクタイケース

ミニBag
お財布ショルダー
パスケース

ブーケ(花束)

成城石井創業90周年
限定ワイン

門出の花言葉をもつスイート
ピーを入れた花束やアレンジメ
ントで送別会を華やかに演出。

世界各国で「幸福を運ぶ」と
いわれるてんとう虫のモチーフ
のチョコレートです。

大人気のスマイルポーチは用途に
よってサイズをお選びいただけま
す。各 3 色ずつの展開です。

飲み会前の必需品！
肝臓疲れに最適！
ダルさ・疲れに効果的です。 ゴアテックス® 素材使用の超軽量レイ

ンコート。スタッフバッグ付きで、旅行
や仕事で常時携行するのに便利です。

円筒状のケースにネクタイを丸
めるように巻いてコンパクトに
収納できます。

今年も人気の花柄シリーズ！ミニ
Bag の他にお財布やポーチも取
り揃えております。

季節の花を使い、お客様のご希
望やご予算に合うブーケやアレ
ンジメントをご用意いたします。

6 年連続で金賞を獲得している人気
ワイン CHギショのハイスペック版を
アニバーサリー価格で限定出荷します。

●TEL：03-6273-4603 ●営業時間：月～土 ／ 
11:00～21:00、日・祝 ／ 11:00～20:00

●TEL：03-5220-3661 ●営業時間：月～金／8:00～
21:00、土／11:00～21:00、日・祝／11:00～20:00

●TEL：03-6269-9831●営業時間：月～土／
11:00～21:00、日・祝／11:00～20:00

●TEL：03-5224-5540 ●営業時間：月～土／
11:00～21:00、日・祝／11:00～20:00

●TEL：03-5224-6678 ●営業時間：月～土／
9:00～21:00、日・祝／11:00～20:00

●TEL：03-5542-1733 ●営業時間：月～金／
11:00～20:00、土・日・祝／11:00～19:00

●TEL：03-3242-0289 ●営業時間：月～金／
8:00～20:00、土・日・祝／10：00～20：00

※写真は一部イメージです。※メニューによっては、料理の内容が変更する場合があります。※掲載の情報は、2017年3月1日現在のものです。
定休日・営業時間など、ショップの都合により変更することがあります。※詳しくは、各店までお問い合わせください。

●TEL：03-6214-1861 
●営業時間：11:00～21:00 （不定休）

●TEL：03-5220-2951 
●営業時間：月～日・祝 ／ 7:30～23:00

フラワーショップ （Ｂ2Ｆ）
les mille feuilles de liberte 
レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ

コスメ＆雑貨 （Ｂ2Ｆ）
bivaco mio mio 
ビバコ ミオミオ

ファッション雑貨 （Ｂ2Ｆ）
passage mignon パサージュ ミニョン

衣料品・雑貨 （Ｂ2Ｆ）
THE STATION STORE UNITED ARROWS LTD 
ザ ステーション ストア ユナイテッドアローズ

ステイショナリーショップ （Ｂ2Ｆ）
Neustadt brÜder
ノイシュタット ブルーダー

フラワーショップ （Ｂ1Ｆ）
銀座花門

ドラッグストア （B1Ｆ）
ハックドラッグ

アウトドア用品 （1・2Ｆ）
mont-bell 
モンベル

グロサリーストア （Ｂ2Ｆ）
EPICERIE BONHEUR 成城石井 
エピスリー ボヌール セイジョウイシイ

3,240円（税込）～

540円（税込）

スマイルポーチ3,240円（税込）

（上）ミニBag 6,469円（税込）
（右）パスケース 各2,689円（税込）
（左）お財布ショルダー 5,389円（税込）

スマイルミニケース 
1,944円（税込）

5,400円（税込）

ラウンドブーケ
3,240円（税込）

Men's
31,860円（税込）

Women's
29,700円（税込）

各 432円（税込）

各 1,717円（税込）

【OOTEMORI】

【OOTEMORI】

【OOTEMORI】

【OOTEMORI】

【OOTEMORI】

【東京スクエアガーデン】

【東京スクエアガーデン】 【東京スクエアガーデン】

【OOTEMORI】

お世話になった方々に向けた
ちょっとしたプレゼント。
館内のショップだから歓送迎会の
合間にお買い求めいただけます。

旅立ちのシーンに添える、

贈り物たち
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