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恒例の「MT新春かにフェア」＆「MT新春スピードくじ」は、1～2月の毎日開催！
新サービス「MTDビュッフェ弁当」＆「出前館・LINEデリマ」もスタート！
10周年yearの2020年、ますます深化＆進化するマーケットテラスにご期待下さい。
　2010年7月に川越市場の森に誕生した「Market TERRACE 本店」（略称：MT）は、「小江戸の軽井沢」と呼称されるほどのロケー
ション・雰囲気の良さと、市場や市内農家から毎朝仕入れる食材を活かしたこだわり料理が好評を得て、開業から9年半で累計65万人
を超えるご来店者数を記録。「ぶらサタ・タカトシ温水の路線バスで！［冬の川越］」（フジテレビ）・「news every.」（日本テレビ）・「いきなり！
黄金伝説。」(テレビ朝日)などテレビ取材も20回以上お受けすることとなり、2015年2月には埼玉県上田知事（当時）より「埼玉S級グルメ」
として地産地消グルメ認定表彰を頂戴いたしました！
　また、2015年9月にはアトレ川越7Fレストランフロアに「小江戸の新丸の内」をコンセプトにした2号店「Market TERRACEアトレマ
ルヒロ店」(略称：MT2)を誕生させ、駅ビルのレストランフロア利用のお客様に加えて数多くの川越を代表する企業様・団体様が大型貸
切PARTYを次々に開催してくださったこともあり、開業4年で早くもご来店者数が30万人を突破いたしました。
　おかげさまで、マーケットテラスは本店＋2号店で、もうすぐ100万人！ 本当にありがとうございます！
　日常的なお食事利用はもちろんのこと、2019年末にはMT＆MT2合せて3,000名以上の忘年会ご利用を頂戴できたほど大好評の
「飲み放題付きPARTYプラン」を利用しての新年会・謝恩会・歓送迎会・同窓会・結婚式2次会や、新サービス「MTDビュッフェ弁当」
（テイクアウト）＆「出前館・LINEデリマ」（デリバリー）……さまざまなシーンで、さまざまなMarket TERRACEをお楽しみ下さい。
※姉妹店「KOEDO LOUNGE by Market TERRACE」は6/15で閉店いたしました。5年間のご愛顧に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

本年も、「埼玉S級グルメ」認定表彰店として、ますます《地産地消》グルメにこだわります!
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Market TERRACE本店［南大塚駅徒歩25分 / 川越市場の森］

「新春MTかにフェア」を今年の1-2月もMT＆MT2で合同開催！
おとな「＋500円」で、川越市場特選「ずわいがに」も食べ放題に‼

お知らせ
２）東京や川越市街地より少し遅いMTさくらは、一昨年は3/25開花＆3/30満
開、昨年は3/28開花＆4/6満開でした。ご予約は、ランチ：2週間前、ディナー：1ヶ
月前、貸切PARTY（40～120名）：6ヶ月前から受付開始ですので、お早めに！

１）メンバーズカード・VIPカードをお持ちの常連様へのお年賀企画を今年も実施！
昨年大好評だった「MT新春スピードくじ」を、1～2月の全時間帯にMT＆MT2で合
同開催いたします。お正月に本誌と共に郵送させて頂いた引換券をご持参下さい。

　1～3月の「Market TERRACE本店」（略称：MT）は、「小江戸の軽井沢」と呼ばれるリゾート感覚溢れる〈森の中の一軒家レストラン〉ならでは
の、真冬→桜花の季節への大きな変化を楽しむシーズンとなります。
　12/1からスタートしているディナータイム「市場の森のイルミネーション」は、今年は3/15まで点灯予定。MTの「冬の風物詩」として毎年大変に好
評を頂戴してきましたが、今シーズンは更に電飾を増やしてパワーアップいたしましたので、ますますご期待下さい。なお、雪の夜は、特に「幻想的な冬
景色」をお楽しみ頂けますので、雪見ビュッフェ＆雪見酒を楽しむ小旅行気分で（※雪の日も本川越駅・川越駅・南大塚駅からの無料送迎バスありま
す）、是非ともお越し下さい！
　また、ペット同伴可・喫煙可のオープンエアスタイルが人気の「ガーデンテラス」は、12～2月の冬季クローズを経て3/1から再開！暖かな日を狙っ
て、一足早く愛犬同伴の「早春テラスランチ」はいかがですか？
　そして、3月下旬から4月上旬にかけては名物の「MTさくら」が咲き誇りますので、観桜ビュッフェやお花見PARTYを是非お楽しみ下さい！

「小江戸の軽井沢」の冬季ディナーは、「市場の森のイルミネーション」が華やかに彩ります。
3月からは「ガーデンテラス」再開＆春休みには「MTさくら」……春色のMTもオススメです！

　今年の新春も、恒例のお年玉企画「新春MTかにフェア」開催いたします！きっぱり
「原価サービス」ですので、通常ディナービュッフェ＆BBQ料金に【おとな＋500円、小学
生+300円、幼児+200円　※3歳以下無料 ※すべて税別】のオプション追加セットで、
川越市場特選「ずわいがに」も食べ放題になります！
　なお、新年会・同窓会などの「飲み放題付きPARTYプラン」ご利用の団体様におい
ても、【おひとり様＋500円（税込550円）】のオプション追加セットで「ずわいがに食べ放
題付き宴会プラン」にアップグレード可能です。ご予算が許すようでしたら、少し「贅沢」
宴会にされてはいかがでしょうか？
　この特別企画サービスは、川越市場の森の本店（MT）＆アトレマルヒロ7Fの2号店
（MT2）の合同開催で、1～2月のディナータイム全日実施いたします。是非、思う存分、
「かに食べ放題」もお楽しみ下さい！

「ずわいがに」はたっぷり仕入れましたが、なくなり
次第、終了となります。お早めに、ご利用下さい！

中皿に「かに」と調味料を入れた「小皿」を組み合わ
せて載せるのがMT流です

２０１０年７月２９日
〒350-1168 埼玉県川越市大袋650 川越卸売市場内
０４９-２９３-５２０５
年中無休（年末年始休暇12/31～1/5のみ） ※2/18（火）臨時休業
西武新宿線「南大塚駅」徒歩25分
専用駐車場28台（※満車時は「市場場内駐車場」利用可）
ディナータイムは、本川越駅東口・川越駅西口・南大塚駅北口との
間で無料送迎バスを運行※必ず店舗まで事前予約お願いします
■本川越駅東口発　17:00/18:00/19:00/20:00[所要時間15分]
■川越駅西口発　　17:05/18:05/19:05/20:05[所要時間15分]
■南大塚駅北口発　17:20/18:20/19:20/20:20[所要時間05分]
■Market TERRACE発　18:30/19:30/20:30/21:30/22:30
130席（メインフロア48席＋窓際フロア52席＋ガーデンテラス30席）
※ガーデンテラス席は雨天時および12～2月は冬季クローズ
全席禁煙　※ガーデンテラス席は喫煙可、喫煙所あり
ご利用日の2週間前の10:00～電話受付開始
ご予約専用席32席の一斉入替制/2部制とさせて頂きます
1部【11:45～13:15】・2部【13:30～15:00】のどちらかをお選びの上、
お電話お願いします。時間制限無しの一般席68席＋テラス席は、
当日朝10:00より店頭記帳開始とさせて頂きます

開 業 日
住 所
電 話
定 休 日
交 通
駐 車 場
送迎バス

席 数

喫 煙
ランチ予約

ご利用日の1ケ月前の10:00～電話受付開始
すべてのお席において、お好きな時間でご予約承ります。原則として時間制限もございません
ご利用日の6ケ月前の10:00～電話受付開始
①全館貸切は、80～120名様（着席形式は80～100名様）で平日ディナーのみ承ります
②窓際フロア貸切は、40～80名様（着席形式は40～60名様）で全日承ります

10名様以上の団体様には大変にオトクな「飲み放題付き」PARTYプランをご用意しております。
また、PARTYプランご利用の団体様は、片道7km以内のご指定の場所まで無料送迎バスサービス
および提携バス会社への優待料金チャーターサービスがございます。ご相談下さい。

①【マーケットテラスPARTYプラン】おひとり様4,500円（税込4,950円）
　川越市場特選鮮魚舟盛り＋平日2.5時間（土日祝2時間）飲み放題付き

②【エレガンスPARTYプラン】おひとり様5,000円（税込5,500円）
　上記プラン①にプラスして「EXコールド」「Fハイボール」「スパークリング」「鏡山」も飲み放題OK

③【COEDOも飲み放題PARTYプラン】おひとり様5,500円（税込6,050円）
　上記プラン②にプラスして「COEDO伽羅」「COEDO瑠璃」「COEDO漆黒」も飲み放題OKのプレミアプラン

④【カジュアルPARTYプラン】おひとり様4,000円（税込4,400円）
　上記プラン①のビール銘柄を「アサヒスーパードライ生」→「クリアアサヒ樽詰」に変更した節約プラン

⑤【トワイライトPARTYプラン】おひとり様4,000円（税込4,400円）
　16:30～18:30の時間指定＆40～120名様の貸切利用のお客様向け500円ご優待プラン

※30分延長は、①～④の全プランにおいて、＋500円（税込550円）で承ります。

ディナー予約

貸 切 予 約

PARTYプラン
未成年は、
通常ディナー
料金を適用（　　  ）

休日ディナー限定＆PARTYプラン特典の名物メニュー
「川越市場特選鮮魚のお造り」は、直前に捌きます

特に愛犬家の皆様に人気の高いガーデンテラスで、
季節先取りのオープンエアランチをお楽しみ下さい

「雪のMT」は、窓際フロアのストーブ越しに拡がる
市場の森の雪景色が大変に綺麗です

大好評の「市場の森のイルミネーション」は、今季は
12/1～3/15までの毎夜に灯ります



　2015年9月にアトレマルヒロ7Fにオープンした2号店「Market TERRACE アトレマルヒロ店」（略称：MT2）は、「MTの進化形」として「小江戸
の新丸の内」をコンセプトに誕生しました。
　まるで東京駅を見下ろすビルの最上階レストランのような仕上がりをイメージし、川越駅・列車や街並みを見下ろす〈眺望〉を最大限に活かすと共
に〈モダンで機能的なデザイン〉を行いました。特に、『川越駅前の立地×大型店×ビュッフェ専門店』である利点を元に〈川越No.1のPARTY会
場〉を目指し、遮音・可変設計の個室＆専用SMOKING ROOMの設置や100～150名様の大型貸切PARTYもスムースに開催できるビュッフェ台
の工夫などを実施いたしましたので、昨年末も3年連続で2000名以上の忘年会利用を頂戴することができました！　
　「埼玉S級グルメ」認定表彰の手作り料理はもちろん、営業時間・システム・料金・ご来店スタンプカードなどはMT本店と同様ですので、おひと
り様・カップル・ファミリー・友人同士・仕事関係などあらゆる食事利用に気軽にご利用して頂けると共に、新年会・謝恩会・歓送迎会・同窓会など
での飲み放題付きPARTYでは〈圧倒的なコスパの良さ〉にご満足して頂けると思います。是非、お試し下さい。

新サービス「MTDビュッフェ弁当」＆「出前館・LINEデリマ」スタート！
テイクアウト＆デリバリーでも「埼玉S級グルメ」の味をお楽しみ下さい

Market TERRACE アトレマルヒロ店［川越駅徒歩１分 / アトレマルヒロ７F］

マーケットテラスは、2020年よりSDGs（国連サミットで採択された全世界共通で取り組む「持続可能な開発目標」）の中のGOAL14「海の豊かさを守ろう」を強力に推
進していきます。MT2＆MTの両店において、プラスチックを使い捨てするストロー・レジ袋・おしぼり（袋）やキッチン用包装材などを、可能な限り廃止＆代替品へ移行
していきます。「不便…」と感じるお客様もいらっしゃるかもしれませんが、趣旨ご理解のうえ、SDGs達成のための脱プラ廃プラを一緒に推進して頂けたら幸いです。

お知らせ

「川越市場の森」の写真を全面に貼った壁が
「爽やかな」「リラックスできる」個室にしています！

おひとり様やカップルには、川越駅を見下ろす窓際
カウンター席からの夜景が大人気です

60～100名はメインフロア貸切、100～150名は
完全貸切となります

「小江戸の新丸の内」は、〈川越No.１のPARTY会場〉を目指した工夫がたくさん！
昨年末も2000名以上の忘年会利用を頂戴しました。新年会・謝恩会・歓送迎会も是非！

　「MTDビュッフェ弁当」は、MT2＆MT両店でランチタイムに実施。お客様自身が
自由に好きなだけビュッフェ台からECO容器に盛り付けて頂いたお弁当をテイクアウト
して頂く新サービスです。ECO容器は、Mサイズ：900円、Sサイズ：600円、カップ：300円
の3種類ご用意いたしました。
　「出前館・LINEデリマ」からのご注文によるデリバリーサービスは、MT2の11:00～
14:30＋17:00～21:00に実施。川越市脇田町（アトレマルヒロ所在地）の配達対象地域
のお客様に、ご注文から30～40分でお届けします。MTDパーティBOX：3,200円、
MTDビッグハンバーグ弁当：1,500円、MTD人気メニューMIX洋食弁当：1,200円、
MT名物「鶏肉と野菜のグリーンカレー」ライス：800円、柿の種衣の唐揚げ：700円、
なおちゃんのポテトサラダ：500円など、MT2キッチンで手作りした「埼玉S級グルメ」
の味をECO容器に入れて配達代行業者さんにお届けしてもらいます。
　ちなみに、いずれのECO容器も、すべて脱プラ廃プラ素材の容器です。

〈ビュッフェ〉弁当なので店内同様に各自のお好みで！
写真はMサイズ容器（500～700g程度）盛り付け例です

MT名物料理満載の「MTDパーティBOX」もデリバリー
OK！「出前館」or「LINEデリマ」をチェックして下さい

※「MTDビュッフェ弁当」（テイクアウト）と「出前館・LINEデリマ」（デリバリー）のアイテムはすべて、軽減税率の消費税8%税込価格表示とさせて頂きます。
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喫 煙
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ご利用日の1ケ月前の10:00～電話受付開始。詳細は左記「本店」同様となります
ご利用日の6ケ月前の10:00～電話受付開始
①完全貸切は、100～150名様（着席形式は100～120名様）で全日全時間帯承ります
②フロア貸切は、60～100名様（着席形式は60～80名様）で全日全時間帯承ります
③個室貸切は、27～40名様（着席形式は27～34名様）で全日全時間帯承ります

10名様以上の団体様には大変にオトクな「飲み放題付き」PARTYプランをご用意しております。

①【マーケットテラスPARTYプラン】おひとり様4,500円（税込4,950円）
　川越市場特選鮮魚舟盛り＋平日2.5時間（土日祝2時間）飲み放題付き

②【エレガンスPARTYプラン】おひとり様5,000円（税込5,500円）
　上記プラン①にプラスして「EXコールド」「Fハイボール」「スパークリング」「鏡山」も飲み放題OK

③【COEDOも飲み放題PARTYプラン】おひとり様5,500円（税込6,050円）
　上記プラン②にプラスして「COEDO伽羅」「COEDO瑠璃」「COEDO漆黒」も飲み放題OKのプレミアプラン

④【ブランチPARTYプラン】おひとり様4,000円（税込4,400円）
　11:00～13:00の時間指定＆60～150名様の貸切利用のお客様向け500円ご優待プラン

⑤【ランチPARTYプラン】おひとり様4,000円（税込4,400円）
　13:30～15:30の時間指定＆60～150名様の貸切利用のお客様向け500円ご優待プラン

⑥【トワイライトPARTYプラン】おひとり様4,000円（税込4,400円）
　16:30～18:30の時間指定＆60～150名様の貸切利用のお客様向け500円ご優待プラン
※30分延長は、①～③の全プランにおいて、＋500円（税込550円）で承ります。

ディナー予約
貸 切 予 約

PARTYプラン

2015年9月18日
〒350-1122 埼玉県川越市脇田町105 アトレマルヒロ7F
049-299-7600
年中無休（アトレマルヒロ全館休日のみ）  ※2/18（火）全館休日
東武東上線・JR「川越駅」徒歩１分 / 西武新宿線「本川越駅」徒歩8分
2,000円以上のご利用で、地下公共1Hor近隣契約2Hの無料サービスあり
118席（テーブル64席＋窓際カウンター16席＋BARカウンター6席＋個室32席）
※個室ゾーンは「8席×4室」が基本レイアウトですが、壁は可変設計としているため
「12～18名様」「19～26名様」「27～34名様」のPARTYルームにもなります
全席禁煙　※レセプション脇に専用SMOKING ROOMあります
ご利用日の2週間前の10:00～電話受付開始
ご予約専用席56席の入替制/4部制とさせて頂きます
1部【11:30～13:00】・2部【11:45～13:15】・3部【13:15～14:45】・4部【13:30～15:00】
のいずれかをお選びの上、お電話お願いします
時間制限無しの一般席62席は、当日朝10:00より店頭記帳開始とさせて頂きます
なお、以下の個室確約の特別プランはご利用日の1ケ月前の10:00～電話受付開始となります
①「個室ランチMTGプラン」おひとり様2,000円（税込2,200円）
　「10:45～12:45」＆「12～34名様」向けの特別プラン
②「個室女子会ブランチプラン」おひとり様2,200円（税込2,420円）
　「11:00～13:00」＆「12～34名様」向けの特別プラン。ウエルカムドリンク付き

未成年は、
通常ディナー
料金を適用（　　  ）
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2020年1-3月MENU（本店・アトレマルヒロ店共通）

営業時間＆料金（本店・アトレマルヒロ店共通）

浅草の某老舗洋食名店の「チキンセロリサラダ」にイン
スパイアされた意欲作！川越産ニンジン＆キュウリを加え
て、味噌マヨドレッシングでMT流に創作してみました！

ジャガイモやキャベツなどの川越産野菜もたっぷり入っ
た栄養満点の「クラムチャウダー」に川越産生姜を加え
るのがMT流。体の芯からポカポカしてきます！

埼玉県産ゴボウの土の香りとチョコレートのコクの風味
が絶妙にマッチしてGOOD！オレンジの爽やかさも加
わって、なめらかな口当たりの少し大人なムースです

埼玉県産ブロッコリーやカリフラワーと川越産ニンジンな
ど地元野菜をふんだんに使ったソースのドリア。ご飯に鰹
節を加えたことで、魚介の香りが口いっぱいに広がります

川越産ホウレン草のモチモチ生地と苺をディプロマットク
リームでまとめ、英国発祥のデザート「トライフル」に仕上げ
ました。フレッシュ＆ジューシーな甘すぎないスイーツです

自家製ローズマリーと数種類のハーブで漬け込んだ砂肝と
川越産ネギ＆ニンジンなどの冬野菜をオイルに浸して低温で
じっくり火を通してコンフィにしました。熱燗にピッタリ！

一昨年冬の大人気スイーツが復活！この時期にしか収穫
できない〈川越産サツマイモ〉を使った、芳醇な甘さとカ
ラメルソースのほろ苦さがたまらない濃厚プリンです♪

「グヤーシュ」とは、ハンガリーの伝統的な煮込みスープ
料理。豚肩肉と大きめの野菜をじっくりと柔らかく煮こんだ
スープに川越産のトマト、パプリカの風味で仕上げました

中国や台湾で人気のスイーツ「豆乳花」にMTでは川越産ニ
ンジンを加えてみました。〈ひとみ人参〉が持つ甘味を活かし
て、甘すぎることなくリンゴの爽やかな香りで後味スッキリ！

カラッと揚げたワカサギに、味の濃い川越産小松菜＆
自家製の梅マリナードを和えて、贅沢なさっぱり前菜に
仕上げました！白ワイン？日本酒？どちらにもピッタリ♪

川越の特産品〈サツマイモ〉をホックリと蒸しあげて、アン
チョビの効いた特製シーザードレッシングで和えたMT名
物メニューが復活！サツマイモの甘さを引き立てています

飯野農園さん自慢のあまーい〈ひとみ人参〉をオレンジと
合わせた爽やかな前菜が今年も登場！美肌に嬉しいβ
カロテンたっぷりの人参をたくさん召し上がって下さい

MT流チキンセロリサラダ～味噌マヨドレッシング川越産小松菜とワカサギの〈梅〉エスカベッシュ川越産ひとみ人参を使ったオレンジキャロットラペ

Market TERRACE名物「なおちゃんのポテトサラダ」
Market TERRACE名物「自家製ピクルス」
料理研究家松田美智子さん作「柿の種衣の唐揚げ」
Market TERRACE名物「スパイシーカレー」
Market TERRACE名物「鶏肉と野菜のグリーンカレー」
　　　 赤ワイン香る「ビーフストロガノフ」
　　　 ポカポカ温まる「川越産生姜入りクラムチャウダー」
なめらか絹豆腐
週替わりピザ（2種）
週替わりパスタ（2種）
ナンツカベーカリーさんの極上パン
彩の国の小麦使用「武蔵野うどん」
白米（彩のきずな）・十六穀米

■ Lunch&Dinner共通ビュッフェメニュー【約５０種が食べ放題】

■ ランチ限定メニュー [復活]

営業時間

※3歳以下無料

料　　金

■ ディナー限定メニュー

■ 休日限定タイムサービス

MT流チキンセロリサラダ～味噌マヨドレッシング
川越産白菜と長ネギのマーラーソース仕立て
川越産ひとみ人参を使ったオレンジキャロットラペ
川越産サツマイモのシーザーサラダ
川越産小松菜とワカサギの<梅>エスカベッシュ
川越産トマトをたっぷり使ったグヤーシュ
川越産〈冬〉野菜と砂肝のコンフィ
彩の国の〈冬〉野菜と魚介香るドリア
根菜のコロコロ煮～みぞれ餡かけ
川越産カブと豆腐の塩うま煮
たっぷり川越産野菜のフリッタータ
ほっかほか坦々鍋
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●［復 活］
●［復 活］
●［NEW］
●［NEW］
●［NEW］
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●

川越産ホウレン草のグリーンスムージー
　　　 川越産ひとみ人参の豆乳花～リンゴゼリー添え
　　　 川越産カブのコンポート×杏仁豆腐
　　　 川越産サツマイモのプリン
　　　 川越産ホウレン草と苺のトライフルケーキ
　　　 彩の国のゴボウが香るショコラオランジュムース
　　　 川越産コマツナとバナナのシフォンケーキ
北海道十勝のおいしい小豆を使った煮豆やの極上あんこ
北海道十勝のおいしい小豆を使った白玉ぜんざい
ヨーグルト～彩の国の〈生姜〉ジャム添え
黒糖わらび餅
Market TERRACE名物「おからドーナツ」
Market TERRACE名物「豆乳ソフトクリーム」

※上記メニューは2020年1-3月期の基本メニューです。仕入れ状況等によって一部変更になる場合もあります。予めご了承下さい。
※「Market TERRACE本店」と「Market TERRACEアトレマルヒロ店」のメニューは全く同一内容です。

2020年「新春」「冬」の 飯野農園さんの「ひとみ人参」など地元契約農家の川越産野菜や
川越市場に集まる旬食材を使った季節限定メニューが登場！新作メニュー

2020年「新春」「冬」の 名物メニュー多数の「ランチ＆ディナー共通ビュッフェ」は約50種！
ランチ限定・ディナー限定・休日限定タイムサービスも登場します。メニュー一覧

MTランチ限定メニューに復活！お客様自ら中華麺を温め、お好みでトッピングをのせ、週替わりのあつあつスープをかけてお召し上がり頂けます。

「川越市場のイチオシ鮮魚のお造り」

「シェフ特製BIGオムライス」

「マリネBBQ」

「柿の種衣の唐揚げ」

（下記３メニューがローテーションで登場します）

川越産サツマイモのシーザーサラダ

ポカポカ温まる「川越産生姜入りクラムチャウダー」

彩の国のゴボウが香るショコラオランジュムース

彩の国の〈冬〉野菜と魚介香るドリア

川越産ホウレン草と苺のトライフルケーキ

川越産〈冬〉野菜と砂肝のコンフィ

川越産サツマイモのプリン

川越産トマトをたっぷり使ったグヤーシュ

川越産ひとみ人参の豆乳花～リンゴゼリー添え

・レモンウォーター
・ホットウォーター
・黒ウーロン茶

・アイスコーヒー
・アイスティー
・アイス抹茶ラテ

・アップルジュース
・オレンジジュース
・ベジタブルジュース

・ホットコーヒー
・カプチーノ
・抹茶カフェラテ

・抹茶ラテ
・アメリカン
・カフェラテ

・ブレンドティー
・レモンハーブティー
・セイロンティー

・プーアール茶
・煎茶

【ソフトドリンク２０種】

飯野農園さんの朝採れ野菜各種

● お好み仕上げの「Soup＆Noodle」

● 牛ハラミのマリネBBQ　● 国産塩豚のマリネBBQ　● 鶏モモ肉のマリネBBQ　● 玉ねぎのスノーボールBBQ　● 季節野菜のマリネBBQ
● MT流ビーフハンバーガー　● 自家製フライドポテト

● 川越市場特選鮮魚のお造り　● シェフ特製BIGオムライス　● 季節野菜の天麩羅

大人￥1 ,800（税込￥1 ,980） 小学生￥1 ,000（税込￥1 ,100） 幼児￥600   （税込￥660） 
大人￥2 ,700（税込￥2 ,970） 小学生￥1 ,400（税込￥1 ,540） 幼児￥800   （税込￥880）　 
大人￥3 ,200（税込￥3 ,520） 小学生￥1 ,700（税込￥1 ,870） 幼児￥1 ,000（税込￥1 ,100）

１１：0０～１５：0０（最終入店１４：１５）※時間制限なし（ご予約専用席のみ９０分入替制）
１７：0０～２２：3０（最終入店２１：００）※時間制限なし

［ ランチビュッフェ ］
［ ディナービュッフェ＆BBQ ］

［ ランチビュッフェ ］
［ 平日ディナービュッフェ＆BBQ（月～金）］
［ 休日ディナービュッフェ＆BBQ（土日祝）］

※2019年10月1日の消費税法改正に伴い、価格改定を実施いたしました。ご高配の程お願いします。


