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報道関係者各位

リストランテ マンジャーレ
～ ゴールデンウィークから 家族全員で楽しめる！ ～

『マンジャーレ ファミリーフェア』
ファミリーフェア』開催！
こどもの日フェア開催日

2014年
2014年4月28日（月）～
28日（月）～5
日（月）～5月6日（火）迄

母の日フェア開催日

2014年
2014年5月1日（木）～5
日（木）～5月11日（日）迄
11日（日）迄

サッカー応援フェア開催

2014年
2014年6月12日（木）～
12日（木）～7
日（木）～7月13日（日）迄
13日（日）迄

ゲストハウスウエディングを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塚田正之）が運営
する、「リストランテ マンジャーレ（お台場）」では、ゴールデンウィークより、ご家族全員でお楽しみ頂ける、
「マンジャーレ ファミリーフェア」を開催致します。
①4月28日（月）から
28日（月）から5
日（月）から5月6日（火）は「こどもの日フェア」。マンジャーレオリジナルキッズプレートや、お子様の笑顔が期待できる
日（火）は「こどもの日フェア」。
バルーンリリースをご家族皆様で体験できます。付帯設備も充実しているので安心してお子様とご来店頂けます。
②5月1日（木）から5
日（木）から5月11日（日）は「母の日フェア」。
11日（日）は「母の日フェア」。昨年も大好評だった、母の日メニューを更にバージョンアップしてご用意
日（日）は「母の日フェア」。
致しました。加賀野菜や美容に効くアンチエイジングメニューは、見た目も鮮やかで、日頃家族のために頑張ってくれているお
母さんが喜んでくれること間違いなし！です。お母さんとゆっくりとお話をしながら感謝の気持ちを伝えて下さい。
③6 月12日（木）から
12 日（木）から7
日（木）から7月13日（日）は、「サッカー応援フェア」を開催。
13日（日）は、「サッカー応援フェア」を開催。マンジャーレのソムリエが日本はもちろん、対戦国をイ
日（日）は、「サッカー応援フェア」を開催。
メージしたカラフルなカクテルを考案。
■キャンペーンも実施 ⇒ 6月12日（木）から6月15日（日）までの期間にお父さんとご来店頂いたご家族には、お好みのドリ
ンクをお１人様・1杯ずつプレゼント致します。是非マンジャーレにご来店下さい。

こどもの日フェア キッズプレート

サッカー応援フェア 日本＆対戦国カクテル

母の日フェア 母の日ディナーコース

本リリースおよび掲載に関するお問合せ先
株式会社ベストブライダル マーケティング部

PR担当：岩崎/岩田

TEL:03-5464-0108/Fax:03-5464-0086

こどもの日フェア

開催日

2014年
2014年4月28日（月）～
28日（月）～5
日（月）～5月6日（火）迄

リストランテマンジャーレ「こどもの日フェア」はご家族みんなが笑顔になれる内容が盛りだくさん！

1．マンジャーレ オリジナル キッズプレートが登場！

2．バルーンリリース＆バルーンのプレゼント！

¥1,000（税込・サ別）
1,000（税込・サ別） 写真以外に焼き立てパンがつきます。
大人が見てもキュン！としてしまう可愛らしいプレート。
2歳から5歳のお子様向けのプレートです。

お食事が終わった後は、レストランのテラスに出て、
バルーンリリースをご体験頂けます。お帰りの際には
お子様お1人につきバルーンを１つ、プレゼント！

3．お子様連れでも安心な設備・サービス！
■授乳室 ■おむつ交換シート付お化粧室 ■お子様用イス
■お食事時のアレルギー対応可 ■ベビーカーでの入店可

母の日フェア

開催日

4．写真撮影スポットで思い出写真をとろう！
ＧＷの楽しい思い出写真が撮れるように、店内には
写真撮影スポットを設置しています。

2014年
2014年5月1日（木）～5
日（木）～5月11日（日）迄
11日（日）迄

毎日家族のために頑張ってくれているお母さんへ感謝を込めて、美容に効くアンチエイジングメニューをご用意。
野菜をふんだんに使用した女性に嬉しいメニューです。
【母の日限定ランチコース】
母の日限定ランチコース】 ￥2,900 （税込・サ別）
前菜
世界農業遺産 加賀野菜のインサラータ
スープ
グリーンピースと新玉葱のクレマポタージュ
パスタ
サーモンとアボカドフリットのペペロンチーノ
メイン（魚） メバルのソテー フルーツトマトとレモンオイル
メイン（肉） ドライエイジングラルポークのグリル 春人参のフォンダン
ドルチェ
サンクスマザースペシャルドルチェ
※メインのお料理は上記、魚・肉のどちらかよりお選び頂きます。

【母の日限定ディナーコース】
母の日限定ディナーコース】 ￥6,000（税込・サ別）
6,000（税込・サ別）
冷前菜
世界農業遺産 加賀野菜のインサラータ
温前菜
フォアグラとパンカンパーニュ ラズベリーのソース
パスタ
サーモンとアボガドフリットのペペロンチーノ
リゾット
スペルト小麦とイタリア米のグリーンリゾット
メイン（魚） メバルのソテー フルーツトマトとレモンオイル
メイン（肉） ドライエイジングラルポークのグリル 春人参のフォンダン
ドルチェ サンクスマザースペシャルドルチェ
※メインのお料理は上記、魚・肉のどちらかよりお選び頂きます。

※上記写真はディナーコースとなります

～母の日 花束のご注文も承ります！～
事前予約で母の日の花束を承り
致します。ご予約時に店舗スタッフ
までご相談下さい。
花束は別料金となります。

◇◆◇◆◇ 母の日メニューの3
母の日メニューの3つの特長 ◇◆◇◆◇
1．世界産業遺産 加賀野菜を使用！
加賀野菜は、石川県金沢市で生産される
金沢市農産物ブランド協会が認定した野菜。
昔ながらの農耕方法で生産された野菜は、
他の野菜よりも栄養素が高いと言われ、
人気があります。
見た目も鮮やかに、アンティに使用しています。
野菜の素材を楽しみながらお召し上がり下さい。

2．アンチエイジングが期待できるメニュー！
アボカド、トマト、ホウレンソウなど、アンチエイジング
効果の期待が持てる野菜をメニュー全体に取り入れ、
お肌の内側から綺麗になることができます。

3．カーネーションが咲く華やかなドルチェ！
カーネーションのお花を描いたドルチェ。
メレンゲの中には、ほんのりシャンパンが香るムース
で春らしいさわやかな優しい味わいです。

サッカー応援フェア

開催日

2014年
2014年6月12日（木）～
12日（木）～7
日（木）～7月13日（日）迄
13日（日）迄

6月は、皆さんが心待ちにしているワールドカップ・サッカー試合がいよいよ開幕！
日本をはじめ、対戦国それぞれのカラーをイメージしたオリジナルカクテルドリンクをご用意しました。

■父の日もあるこの時期、6
6月12日（木）～
12日（木）～6
日（木）～6月15日（日）の期間、お父さんと一緒にご来店されたご家族には、
15日（日）の期間、お父さんと一緒にご来店されたご家族には、
お1人様1
人様1名・1
名・1杯ずつ、お好みのドリンクをプレゼント！あなたはどの国のドリンクを選びますか？
【サッカー応援フェアドリンク】
サッカー応援フェアドリンク】 各￥1,000
各￥1,000（税込・サ別）
1,000（税込・サ別）

イタリア

スペイン

ブラジル

フランス

ドイツ

日本

■リストランテ マンジャーレ「ファミリーフェア」概要
【場所
場所】
場所】

「リストランテ マンジャーレ（お台場）」
住所： 〒135135-0091 東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場5
アクアシティお台場5Ｆ
ＴＥＬ： 0303-35993599-1899

【期間】
期間】
こどもの日フェア
母の日フェア
サッカー応援フェア

2014年
2014年4月28日（月）～
28日（月）～5
日（月）～5月6日（火）迄
2014年
年5月1日（木）～5
2014
日（木）～5月11日（月）迄
11日（月）迄
2014年
2014年6月12日（木）～
12日（木）～7
日（木）～7月13日（日）迄
13日（日）迄

【営業時間】
11：
：00～
営業時間】 ランチタイム 11
00～15：
15：00（
00（L.O.14：
L.O.14：00）
00）
ディナータイム 17：30～
30～23：
23：00（
00（L.O.21：
L.O.21：30）
30）

【定休日】
定休日】 不定休

※消費税込・別途サービス料10％を頂戴いたします。
※消費税増税のため、上記金額の表記が変更となる場合がございます。

※同じ内容のフェアを以下店舗でもお楽しみ頂けます。

販売実施店舗
■「リストランテ マンジャーレ（伊勢山）」
住所：〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3
TEL：045-260-8845
営業時間：ランチタイム
11:30～15:00（L.O. 14:00）
11:00～15:00（L.O. 14:00）土・日・祝
カフェタイム
14:00～16:30（L.O. 16:00）
ディナータイム 17:30～22:30（L.O. 21:30）
定休日：不定休

■「リストランテ マンジャーレ（ウォーターエッジYOKOYAMA）」
住所：〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4
TEL：045-440-6881
営業時間：ランチタイム
11:00～15:00（L.O. 14:00）
ディナータイム 18:00～22:30（L.O. 21:00）
定休日：不定休（土・日・祝日ディナー営業のみ）

■「リストランテ マンジャーレ（千葉）」
住所：〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町24-1
TEL：043-379-8341
営業時間：ランチタイム
11:30～15:00（L.O. 14:00）
ディナータイム 17:30～22:00（L.O. 21:00）
定休日：不定休

■「リストランテ マンジャーレ（オリエンタルテラス大宮）」
住所：〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7 1F
TEL：048-612-8762
営業時間：ランチタイム
11:00～15:30(L.O. 14:30)
ディナータイム 17:30～21:30(L.O. 20:30)
定休日：不定休（土・日・祝日ディナー営業のみ）

■「リストランテ マンジャーレ（新浦安）」
住所：〒279-0014 千葉県浦安市明海5-8-2
TEL：047-301-8055
営業時間：ランチタイムのみ 11:00～15:30（L.O. 14:30）
定休日：土・日・祝

■「リストランテ マンジャーレ（心斎橋）」
住所：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-1-18
TEL：06-7661-8488
営業時間：ランチタイム
11:30～15:00（L.O. 14:30）
ディナータイム 17:30～23:00（L.O .22:00）
定休日：土・日・祝

本リリースおよび掲載に関するお問合せ先
株式会社ベストブライダル マーケティング部

PR担当：岩崎/岩田

TEL:03-5464-0108/Fax:03-5464-0086

