修学旅行限定プラン

旅行会社様 向け

修学旅行におすすめ
レストランのご案内
学生のみなさんのお食事もお任せください！
修学旅行向けの限定プランをご用意して
おりますので、是非ご利用ください。
※お問い合わせ・ご予約の際に「修学旅行限定プラン」とお申し出ください。

ご予約・お問い合わせ

Tel：03-6853-0070 Fax：03-5488-8031
e-mail：0070@createrestaurants.com
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
グループ営業推進部 団体ご予約担当宛
＜注 意事 項＞
※お客様15名様以上の場合：添乗員様1名様無料/お客様30名様以上の場合：添乗員様2名様まで無料。※手数料はご利用金額の10％です（一部店
舗は除く）。※前日キャンセルは50%、当日キャンセルは100%のキャンセル料を頂戴いたします（航空会社等の都合により欠航した場合でも50％の
キャンセル料を頂戴いたします。但し､天災による欠航の場合のみキャンセル料は発生いたしません）。※表示価格は税込みです。※他のクーポンや
サービス券との併用はできません。※本誌の内容は2022年9月末現在の情報です。料金・内容など変更になる場合がございますのでご了承ください。

＜会 社概 要＞
社

名

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

創

業

1999年5月

店舗数（連結）

1,037店舗（業務委託店舗等含む）

東京都品川区東五反田5 -10 -18

ブ ラ ンド 数

244ブランド

本社所在地

従業員数
（連結）

社員3,695名 臨時従業員21,354名

※2022年2月末現在

修学旅行限定プラン
対象店舗一覧
埼 玉 県・千 葉 県

しゃぶ菜 川越
レインフォレストカフェ イクスピアリ舞浜
ピッタゼロゼロ イクスピアリ舞浜
ロティズハウス イクスピアリ舞浜
マーレクッチーナ イクスピアリ舞浜
サロンドスイーツ イクスピアリ舞浜

東京都

オーシャンクラブビュッフェ デックス東京ビーチ
雛鮨 西銀座デパート
島ぬ風 三菱UFJ信託銀行本店ビル
ザプラチナム
馳走三昧 大丸東京
しゃぶ菜 上野の森さくらテラス
雛鮨 上野の森さくらテラス
雛鮨 LABI1池袋
しゃぶ菜 LABI1池袋
シェフズグッディーズ サンシャインシティ
はーべすと ルミネ池袋
菜の庵 ルミネ池袋
雛鮨 新宿マルイアネックス
しゃぶ菜 新宿マルイアネックス
甜點菜楼 新宿ルミネエスト
雛鮨 新宿アイランド
李宮 新宿アイランド
はーべすと 多摩南大沢

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

神奈川県

埼玉県川越市脇田町12-19 矢島ビル3号館1F
千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ2F
千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ3F
千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F
千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F
千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F

049-228-8830
047-305-5656
047-305-5649
047-305-5652
047-305-5782
047-304-1071

東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ5F
東京都中央区銀座4-1 西銀座デパート2F
東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行本店ビルB1F
東京都墨田区押上1-1-2 スカイツリータウン東京ソラマチ6F
東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店12F
東京都台東区上野公園1-54 上野の森さくらテラス2F
東京都台東区上野公園1-54 上野の森さくらテラス2F
東京都豊島区東池袋1-5-7 ヤマダデンキ LABI1 LIFE SELECT 池袋7F
東京都豊島区東池袋1-5-7 ヤマダデンキ LABI1 LIFE SELECT 池袋7F
東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティアルパ3F
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋9F
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋9F
東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイアネックス8F
東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイアネックス8F
東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト7F
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワーB1F
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワーB1F
東京都八王子市南大沢1-380 三井アウトレットパーク多摩南大沢

03-3599-6655
03-3566-4077
03-3214-2988
03-5610-3190
03-6895-2858
03-5812-3821
03-5816-3260
03-5953-2881
03-5953-2771
03-5960-7470
03-5954-8152
03-5954-8287
03-5367-3705
03-5362-7831
03-5360-8191
03-5323-2380
03-5323-6177
042-670-5688

しゃぶ菜

祭雛 ヨドバシ横浜
神奈川県横浜市西区北幸 1-2-7 ヨドバシ横浜 B2F 045-311-4050
フィッシャーマンズマーケット みなとみらい東急スクエア 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-8 みなとみらい東急スクエア③2F 045-228-2067

山 梨 県・静 岡 県

旬菜しゃぶ重 イオン甲府昭和 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1 イオンモール甲府昭和 1F 055-269-5151
足柄の森レストラン エクスパーサ足柄 静岡県駿東郡小山町桑木字南の原 599 エクスパーサ足柄 SA下り線 0550-81-1115

京 都 府・和 歌 山 県

MACCHAハウス 京都産寧坂
しゃぶ菜 イオン和歌山

大阪府

CHISŌ ZANMAI 大丸梅田
ＡＷキッチン 大阪あべのハルカス店
しゃぶ菜 天王寺ミオ
しゃぶ菜 大阪ユニバーサルシティウォーク

愛 媛 県・高 知 県

しゃぶ菜 イオン今治新都市
しゃぶ菜 エミフル MASAKI
しゃぶ菜 イオン高知

京都府京都市東山区清水3-337
075-532-5630
和歌山県和歌山市中字楠谷 573 イオンモール和歌山 1F 073-480-5180
大阪府大阪市北区梅田 3-1-1 大丸梅田店 14F
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス近鉄本店タワー館 14F
大阪府大阪市天王寺区悲田院町 10-48 天王寺 MIO プラザ館 4F
大阪府大阪市此花区島屋 6-2-61 ユニバーサルシティウォーク 5F

愛媛県今治市にぎわい広場 1-1 イオンモール今治新都市 1F 0898-34-7030
愛媛県伊予郡松前町筒井 850 エミフル MASAKI 1F 089-961-6027
高知県高知市秦南町 1-4-8 イオンモール高知 1F
088-826-8293

福 岡 県・佐 賀 県・熊 本 県
九龍點心
しゃぶ菜
しゃぶ菜
しゃぶ菜

マークイズ福岡ももち
イオン八幡東
ゆめタウン佐賀
イオン熊本

福岡県福岡市中央区地行浜 2-2-1 マークイズ福岡ももち 3F
福岡県北九州市八幡東区東田 3-2-102 イオンモール八幡東 1F
佐賀県佐賀市兵庫北 5-14-1 ゆめタウン佐賀 1F
熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池 2232 イオンモール熊本１F

川越市脇田町12-19
矢島ビル3号館1F
☎049-228-8830 FAX 049-228-8031

シャブサイ〈1209〉

06-4796-7290
06-6625-2180
06-4305-0530
06-4804-3850

092-833-8075
093-671-1895
0952-36-8275
096-235-7345

埼玉県
川越駅 徒歩8分

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線・東上線「川越駅」/徒歩8分、
西武鉄道新宿線「本川越駅」/徒歩7分

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

60名様まで

平日ランチ 11時〜16時
終日ディナー 16時〜21時

洋・伊・アジア
コース

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/90分

ディナー

ご利用時間/120分

平日限 定

平日限 定

大人（中学生以上）

1,900円〜

大人（中学生以上）

2,400円〜

小学生（7才〜12才）

1,000円〜

小学生（7才〜12才）

1,200円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

Rainforest Cafe Tokyo

浦安市舞浜1-4
イクスピアリ2F シアター・フロント
☎047-305-5656

レインフォレストカフェトーキョー〈1010〉

ジャングルをテーマにした大型エンターテインメントレストランです。店内には木々が生い茂り、動物たちの雄叫びが響き
渡ります。さらに色とりどりの熱帯魚が泳ぐ巨大円柱水槽もあり、日常から飛び出した気分で楽しい食事を味わえます。
アクセス

メニュー

JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」南口すぐ
首都高湾岸線浦安ランプ/車５分

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

300名様まで

平日のみ 11時〜22時半

ご利用時間/90分

※50名様以上はビュッフェスタイルとなります。
※学校団体様専用プランとなります。
※201名様より貸し切り対応可。

■ スクールプランA

2,400円〜

■ スクールプランB

2,900円〜

自家製シーザーサラダ/鶏もも肉の唐揚げ＆ウィンナー盛り合わせ/
ポテトフライ/あら挽き肉のミートソースパスタ/本日のピザ/本日のご飯料理

自家製シーザーサラダ/鶏もも肉の唐揚げ＆ウィンナー盛り合わせ/
ポテトフライ/あら挽き肉のミートソースパスタ/本日のピザ/
本日のお肉料理/本日のご飯料理/気まぐれシェフのプチデザート

オレンジジュース/ウーロン茶が飲み放題

千葉県
イクスピアリ舞浜

修学旅行限定プラン
洋・伊・アジア
コース

Pitta00

浦安市舞浜1-4
イクスピアリ3F
☎047-305-5649

ピッタゼロゼロ〈1202〉

千葉県
イクスピアリ舞浜

薪窯で焼き上げる熱々の本格ナポリピッツァや、もちもち生パスタが人気のカジュアルイタリアンレストランです。

アクセス

メニュー

JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」南口すぐ
首都高湾岸線浦安ランプ/車５分

■ 学生団体プラン

受 入れ可 能 時 間

80名様まで

平日ランチ 11時〜17時
終日ディナー 17時〜19時

洋・伊・アジア
コース

大人・小学生一律

1,500円〜

サラダ/パ スタ

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

ご利用時間/90分〜120分 ※ご予算や日時などで応相談

1ドリンク付き

Rotiʼs House

浦安市舞浜1-4
イクスピアリ4F
☎047-305-5652

ロティズハウス〈1208〉

千葉県
イクスピアリ舞浜

クラフトビール「ハーヴェスト・ムーン」の醸造所に隣接する大型レストラン。グリル料理をはじめ、大人気の洋食・イタリ
アンのメニューを多数ご用意しております。
アクセス

メニュー

JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」南口すぐ
首都高湾岸線浦安ランプ/車５分

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

300名様まで

洋・伊・アジア
コース

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

11時〜15時
15時〜22時

Mare Cucina

ご利用時間/120分

平日ランチ限定

修学旅行プラン

大人・小学生一律

2,900円〜

サラダ/パ スタ/ 揚 げ 物 /ハ ンバーグ/カレ ー/ドリンク

平日ディナー限定 修学旅行プラン

大人・小学生一律

3,400円〜

サラダ/パ スタ/ 揚 げ 物 /ハ ンバーグ/カレ ー/ドリンク

ソフトドリンクバー付き

浦安市舞浜1-4
イクスピアリ4F
☎047-305-5782

マーレクッチーナ〈468〉

千葉県
イクスピアリ舞浜

「Mare Cucina」はイタリア語で「海の台所」という意味。魚介をふんだんに使ったパスタを中心としたイタリア料理
をリーズナブルな価格でお召し上がりいただけます。可愛いアートタイル張りの空間でカジュアルイタリアンを是非。
アクセス

メニュー

JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」南口すぐ
首都高湾岸線浦安ランプ/車５分

ご利用時間/120分

■ マーレセット

本日のパ スタ2 種 / 前 菜 3 種 盛り合 わ せ / フォカッチャ

大人・小学生一律

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）

平日/2,100円〜 土日祝/2,200円〜

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

1ドリンク付き

70名様まで

11時〜21時

洋・伊・アジア
食べ放題

Salon de Sweets

サロンドスイーツ〈1311〉

浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F
☎047-304-1071
FAX 047-382-3088

常時約50種類が食べ放題！ ビュッフェ台には、お食事メニューに加え、経験豊富なパティシエが店内工房で腕をふ
るう、こだわりのスイーツがずらりと並びます。
アクセス

ご利用料金

JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」南口すぐ
首都高湾岸線浦安ランプ/車５分

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

140名様まで

平日ランチ 11時〜15時
平日ディナー 17時〜20時

ランチ

ご利用時間/90分

ディナー

平日限 定

ご利用時間/90分
平日限 定

大人（中学生以上）

2,100円〜

大人（中学生以上）

2,700円〜

小学生

1,300円〜

小学生

1,600円〜

ソフトドリンクバー付き

千葉県
イクスピアリ舞浜

修学旅行限定プラン
洋・伊・アジア
食べ放題

OCEAN CLUB BUFFET

港区台場1-6-1
デックス東京ビーチ5F
☎03-3599-6655 FAX 03-5500-7353

オーシャンクラブビュッフェ〈768〉

東京都
デックス東京ビーチ

解放感のあるテラスからは、東京湾越しにレインボーブリッジをはじめ、東京タワーやスカイツリーも望めるビュッフェ
レストランです。バラエティ豊かなお食事と、豪華客船にいるかのような空間をお楽しみください。
アクセス

ご利用料金

ゆりかもめ線「お台場海浜公園駅」/徒歩3分
首都高速11号台場線「台場ランプ」/車3分

P バス/外郭施設に駐車場有
受 入れ可 能 人 数

230名様まで

高級寿司
食べ放題

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

雛鮨

11時〜16時
16時〜21時

ランチ

ディナー ご利用時間/90分

ご利用時間/90分
平日

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,900円〜 2,200円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才） 1,300円〜 1,300円〜

小学生（7才〜12才） 1,300円〜

ソフトドリンクバー +300円〜

中央区銀座4-1
西銀座デパート2F
☎03-3566-4077 FAX 03-5250-7674

ヒナスシ〈802〉

東京都
西銀座デパート

職人が厳選する約60種類のネタを取り揃えた高級寿司食べ放題のお店です。一貫からご注文いただけますので、最初
から最後まで、“好きなものを好きなだけ”お楽しみください。
アクセス

メニュー

JR線「有楽町駅」銀座口/徒歩3分

ご利用時間/120分

修学旅行限定
寿司食べ 放 題コース

P バス/施設駐車場なし

〈テーブルオーダー式〉

男性（中学生以上）

4,400円〜

女性（中学生以上）

4,000円〜

小学生

2,000円〜

茶 碗 蒸し/ 味 噌 汁 付き

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

110名様まで

休日ランチ 11時〜14時
休日ディナー 17時〜21時

沖縄料理
コース

島ぬ風

千代田区丸の内1-4-5
三菱UFJ信託銀行本店ビルB1F
☎03-3214-2988 FAX 03-3214-2988

シマヌカジ〈1560〉

東京都
丸の内

定番のゴーヤチャンプルやソーキ、沖縄ならではの食材を使ったおすすめ料理などバラエティ豊かなお料理をご用意して
おります。太陽の恵みが詰まった沖縄家庭料理を心ゆくまでお楽しみください。
アクセス

メニュー

JR線「東京駅」/徒歩5分
地下鉄「大手町駅」/徒歩5分

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

30名様まで

平日ディナー 15時〜22時

洋・伊・アジア
食べ放題

ご利用時間/120分

平日ディナー限定

修学旅行プラン

大人・小学生一律

珍 味 盛り合 わ せ /島 唐 揚 げ/ラフテ ー/
ゴー ヤチャンプル/島 豆 腐チャンプル/
沖 縄 そば /デ ザート

THE PLATINUM

ザプラチナム〈1588〉

3,100円〜

墨田区押上1-1-2
東京スカイツリータウン東京ソラマチ6F
☎03-5610-3190 FAX 03-5610-3191

種類豊富なお食事とデザートが自慢のビュッフェレストラン。窯焼きピザやパスタ、サラダバーにデリ、肉・魚料理などバラエティ豊か
なメニューをご用意しています。デザートはお客様の前で焼くクレープを中心に、ケーキ、アイス、フルーツなどがずらりと並びます。
アクセス

ご利用料金

東武スカイツリーライン・半蔵門線「押上駅」/すぐ
首都高速6号向島線「駒形」出口/車10分

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

98名様まで

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

11時〜16時
17時〜19時

ランチ

ご利用時間/90分
平日

土日祝

ディナー

ご利用時間/90分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 2,000円〜 2,400円〜

大人（中学生以上） 2,600円〜 2,900円〜

小学生（7才〜12才） 1,000円〜 1,100円〜

小学生（7才〜12才） 1,300円〜 1,400円〜

ソフトドリンクバー 付き

東京都
東京ソラマチ

修学旅行限定プラン
和食中心
食べ放題

馳走三昧

千代田区丸の内1-9-1
大丸東京店12F
☎03-6895-2858 FAX 03-5221-8071

チソウザンマイ〈783〉

東京都
大丸東京

約60種類ほどのお料理が食べ放題。素材を活かした和食を中心に、洋食や中華、デザートもご用意しております。
落ち着いた雰囲気の店内でゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。
アクセス

JR線「東京駅」八重洲北口すぐ
都道405線外堀通り「八重洲中央口」交差点付近

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

80名様まで

ディナー 16時〜21時

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

掛売不可・前振込不可

ご利用料金

ランチ

ディナー
平日

土日祝

ご利用時間/120分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 2,500円〜 2,700円〜

大人（中学生以上） 3,300円〜 3,500円〜

小学生（7才〜12才） 1,400円〜 1,700円〜

小学生（7才〜12才） 1,500円〜 1,800円〜

ソフトドリンクバー付き

蟹食べ放題 + 4,500 円〜

しゃぶ菜 シャブサイ〈884〉

台東区上野公園1-54
上野の森さくらテラス2F
☎03-5812-3821 FAX 03-5812-3827

東京都
上野の森さくらテラス

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「上野駅」不忍口/徒歩1分

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

60名様まで

終日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 16時〜21時

高級寿司
食べ放題

雛鮨

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/90分
平日

ディナー ご利用時間/120分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,800円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 2,300円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,000円〜

800円〜

900円〜

ソフトドリンクバー +250円〜

台東区上野公園1-54
上野の森さくらテラス2F
☎03-5816-3260

ヒナスシ〈1557〉

東京都
上野の森さくらテラス

職人が厳選する約60種類のネタを取り揃えた高級寿司食べ放題のお店です。一貫からご注文いただけますので、最初
から最後まで、“好きなものを好きなだけ”お楽しみください。
メニュー

アクセス

JR線「上野駅」不忍口/徒歩1分

P バス/施設駐車場なし

ご利用時間/120分

修学旅行限定
寿司食べ 放 題コース

〈テーブルオーダー式〉
茶 碗 蒸し/ 味 噌 汁 付き

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

平日ディナー 17時〜21時

高級寿司
食べ放題

雛鮨

男性（中学生以上）

4,400円〜

女性（中学生以上）

4,000円〜

小学生

2,000円〜

東京都豊島区東池袋1-5-7
ヤマダデンキ LABI1 LIFE SELECT 池袋7F
☎03-5953-2881 FAX 03-5953-2882

ヒナスシ〈701〉

職人が厳選する約60種類のネタを取り揃えた高級寿司食べ放題のお店です。一貫からご注文いただけますので、最初
から最後まで、“好きなものを好きなだけ”お楽しみください。
アクセス

メニュー

JR線「池袋駅」東口/徒歩1分

P バス/施設駐車場なし

ご利用時間/120分

修学旅行限定
寿司食べ 放 題コース

〈テーブルオーダー式〉
茶 碗 蒸し/ 味 噌 汁 付き

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

平日ディナー 17時〜21時

男性（中学生以上）

4,400円〜

女性（中学生以上）

4,000円〜

小学生

2,000円〜

東京都
LABI1 LIFE SELECT 池袋

修学旅行限定プラン
しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

東京都豊島区東池袋1-5-7
ヤマダデンキ LABI1 LIFE SELECT 池袋7F
☎03-5953-2771 FAX 03-5953-2772

シャブサイ〈702〉

東京都
LABI1 LIFE SELECT 池袋

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「池袋駅」東口/徒歩1分

ランチ

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 時 間

50名様まで

平日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 16時〜21時

食べ放題

ご利用時間/90分
平日

受 入れ可 能 人 数

洋・伊・アジア

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）
ディナー ご利用時間/120分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,900円〜 2,000円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才） 1,000円〜 1,000円〜

小学生（7才〜12才） 1,200円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

CHEFʼS GOODIES

豊島区東池袋3-1-2
サンシャインシティアルパ3F
☎03-5960-7470 FAX 03-5960-7477

シェフズ グッディーズ〈1028〉

東京都
サンシャインシティ池袋

牛ステーキやグリルハンバーグなど、お好きな1品をお選びいただき、熱々焼きたてをご提供いたします。また、洋食を中
心としたお料理や焼きたてパン、色鮮やかなジェラートなど50種類以上のお料理をビュッフェでお楽しみいただけます。
アクセス

ご利用料金

JR線「池袋駅」/ 徒歩8分

ランチ

首都高5号線「東池袋」出口直結

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

90名様まで

和食中心
食べ放題

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

11時〜17時
17時〜21時

ディナー

ご利用時間/90分
平日

土日祝

ご利用時間/90分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 1,900円〜 2,200円〜

大人（中学生以上） 2,300円〜 2,700円〜

小学生（7才〜12才） 1,200円〜 1,200円〜

小学生（7才〜12才） 1,200円〜 1,200円〜

ソフトドリンクバー +350 円〜

はーべすと〈777〉

豊島区西池袋1-11-1
ルミネ池袋9F
☎03-5954-8152 FAX 03-5928-4460

東京都
ルミネ池袋

季節毎に厳選した旬の食材を使用し、素材本来の持ち味を活かすよう調理した自然食のビュッフェレストラン。野菜
たっぷり、体に優しい食事を心ゆくまでお楽しみください。
アクセス

ご利用料金

JR線「池袋駅」南改札/正面右手すぐ

ランチ

JR線「池袋駅」/170m

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

120名様まで

平日ランチ 11時〜15時
平日ディナー 17時〜21時

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

ディナー

ご利用時間/90分
平日

土日祝

ご利用時間/90分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 1,900円〜 2,200円〜

大人（中学生以上） 2,200円〜 2,200円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,000円〜 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー +300 円〜

菜の庵 サイノアン〈778〉

豊島区西池袋1-11-1
ルミネ池袋9F
☎03-5954-8287 FAX 078-366-5152

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「池袋駅」南改札/正面右手すぐ
JR線「池袋駅」/170m

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

90名様まで

平日ランチ 11時〜17時
平日ディナー 17時〜21時

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/90分
平日

土日祝

ディナー ご利用時間/120分
終日

大人（中学生以上） 1,900円〜 2,100円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才） 1,000円〜 1,000円〜

小学生（7才〜12才） 1,200円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

東京都
ルミネ池袋

修学旅行限定プラン
高級寿司
食べ放題

雛鮨

新宿区新宿3-1-26
新宿マルイアネックス8F
☎03-5367-3705 FAX 03-5367-3706

ヒナスシ〈578〉

東京都
新宿マルイアネックス

職人が厳選する約60種類のネタを取り揃えた高級寿司食べ放題のお店です。一貫からご注文いただけますので、最初
から最後まで、“好きなものを好きなだけ”お楽しみください。
アクセス

メニュー

都営新宿線「新宿三丁目駅」/ 徒歩1分

修学旅行限定
寿司食べ 放 題コース

JR線「新宿駅」/ 徒歩8分

P バス/施設駐車場なし

〈テーブルオーダー式〉

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

平日ディナー 17時〜21時

食べ放題

男性（中学生以上）

4,400円〜

女性（中学生以上）

3,700円〜

小学生

2,000円〜

茶 碗 蒸し/ 味 噌 汁 付き

受 入れ可 能 人 数

しゃぶしゃぶ・すき焼き

ご利用時間/120分

しゃぶ菜

新宿区新宿3-1-26
新宿マルイアネックス8F
☎03-5362-7831 FAX 03-5362-7832

シャブサイ〈1151〉

東京都
新宿マルイアネックス

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

都営新宿線「新宿三丁目駅」/徒歩1分
JR線「新宿駅」/徒歩8分

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

終日ランチ 11時〜16時
休日ディナー 16時〜21時

食べ放題

甜點菜楼

ランチ

ご利用時間/90分
平日

P バス/施設駐車場なし

中華

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）
ディナー ご利用時間/120分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,700円〜 1,800円〜

大人（中学生以上） 2,200円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,000円〜

ソフトドリンクバー
大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

寿司食べ放 題
+ 600 円〜

新宿区新宿3-38-1
新宿ルミネエスト7F
☎03-5360-8191 FAX 03-5360-8190

テンテンサイロウ〈857〉

東京都
新宿ルミネエスト

点心師が店内で作る出来たて小籠包を始め、本格中華料理やかわいい点心、オリジナルデザートなど全て食べ放題
のビュッフェレストランです。
アクセス

ご利用料金

JR線「新宿駅」中央東口/徒歩1分
新宿通りより東口ロータリーへ入り右折

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

30名様まで

平日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 16時〜21時

高級寿司
食べ放題

雛鮨

ランチ

ご利用時間/90分
平日

ディナー ご利用時間/120分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,700円〜 2,000円〜

大人（中学生以上） 2,500円〜

小学生（7才〜12才） 1,000円〜 1,000円〜

小学生（7才〜12才） 1,000円〜

ソフトドリンクバー + 300 円〜

新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワーB1F
☎03-5323-2380 FAX 03-5323-2382

ヒナスシ〈804〉

職人が厳選する約60種類のネタを取り揃えた高級寿司食べ放題のお店です。一貫からご注文いただけますので、最初
から最後まで、“好きなものを好きなだけ”お楽しみください。
アクセス

メニュー

丸の内線「西新宿駅」/ 徒歩1分
都営大江戸線「都庁前駅」/ 徒歩8分

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

50名様まで

修学旅行限定
寿司食べ 放 題コース

〈テーブルオーダー式〉
茶 碗 蒸し/ 味 噌 汁 付き

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

ご利用時間/120分

11時〜15時
17時〜21時

男性（中学生以上）

4,400円〜

女性（中学生以上）

4,000円〜

小学生

2,000円〜

東京都
新宿アイランドタワー

修学旅行限定プラン
焼肉
食べ放題

李宮 リキュウ〈333〉

新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワーB1F
☎03-5323-6177 FAX 03-5323-6183

東京都
新宿アイランドタワー

全国から厳選した黒毛和牛と芝浦直送ホルモンをご用意しております。東京都庁、京王プラザホテル、東京ヒルトンホ
テルなどが徒歩圏内にあり、アクセスが便利！ぜひお立ち寄りください。
アクセス

ご利用料金

丸の内線「西新宿駅」/ 徒歩1分
都営大江戸線「都庁前駅」/ 徒歩8分

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

100名様まで

休日ディナー 17時〜21時

和食中心
食べ放題

ランチ

ご利用時間/120分

ディナー

ご利用時間/120分

土日祝 限 定

土日祝 限 定

大人（中学生以上）

3,400円〜

大人（中学生以上）

4,100円〜

小学生

1,700円〜

小学生

2,100円〜

はーべすと〈516〉

八王子市南大沢1-380
三井アウトレットパーク多摩南大沢
☎042-670-5688

東京都
MOP多摩南大沢

季節毎に厳選した旬の食材を使用し、素材本来の持ち味を活かすよう調理した自然食のビュッフェレストラン。野菜
たっぷり、体に優しい食事を心ゆくまでお楽しみください。
アクセス

ご利用料金

京王線「南大沢駅」/徒歩1分
「相模原IC」より12km/「八王子IC」より13km

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

100名様まで

ランチ
11時〜11時半
ディナー 17時〜21時

高級寿司
食べ放題

祭雛

ランチ

ご利用時間/90分
平日

ディナー

土日祝

ご利用時間/90分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 1,500円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 1,900円〜 1,900円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才）

800円〜

900円〜

800円〜

900円〜

ソフトドリンクバー + 300 円〜

横浜市西区北幸1-2-7
ヨドバシ横浜B2F
☎045-311-4050 FAX 045-311-4051

マツリビナ〈1040〉

神奈川県
ヨドバシ横浜

職人が厳選する約60種類のネタを取り揃えた高級寿司食べ放題のお店です。一貫からご注文いただけますので、最初
から最後まで、“好きなものを好きなだけ”お楽しみください。
アクセス

メニュー

JR線・東横線「横浜駅」/ 徒歩2分

修学旅行限定
寿司食べ 放 題コース

相鉄線・市営地下鉄「横浜駅」/ 徒歩3分

P バス/施設駐車場なし

〈テーブルオーダー式〉
茶 碗 蒸し/ 味 噌 汁 付き

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

ディナー 17時〜21時

洋・伊・アジア
食べ放題

ご利用時間/120分

FISHERMANʼS MARKET
フィッシャーマンズマーケット〈1583〉

男性（中学生以上）

4,300円〜

女性（中学生以上）

3,700円〜

小学生

2,000円〜

横浜市西区みなとみらい2-3-8
みなとみらい東急スクエア③2F
☎045-228-2067 FAX 045-228-2069

その日おすすめの魚を豪快に蒸し上げる「本日のスチームフィッシュ」や、濃厚な魚介の旨みの「フィッシャーマンズ
ブイヤベース」など、シーフードをふんだんに使用したビュッフェレストランです。
アクセス

ご利用料金

みなとみらい線「みなとみらい駅」直結
首都高速「みなとみらいランプ」/車1分

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

100名様まで

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

11時〜16時
17時〜21時

ランチ

ご利用時間/90分
平日

土日祝

ディナー

ご利用時間/120分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 2,000円〜 2,800円〜

大人（中学生以上） 3,000円〜 3,300円〜

小学生（7才〜12才） 1,000円〜 1,500円〜

小学生（7才〜12才） 1,400円〜 1,700円〜

ソフトドリンクバー +350 円〜

神奈川県
みなとみらい東急スクエア

修学旅行限定プラン
しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

旬菜しゃぶ重

中巨摩郡昭和町飯喰1505-1
イオンモール甲府昭和1F
☎055-269-5151

シュンサイシャブジュウ〈741〉

山梨県
イオンモール甲府昭和

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR身延線「常永駅」/徒歩15分
「甲府昭和IC」から昭和町方面へ、甲斐中央線を左折

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

70名様まで

洋・伊・アジア
アラカルト

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

11時〜16時
17時〜21時

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/90分
平日

ディナー ご利用時間/120分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,700円〜 1,800円〜

大人（中学生以上） 2,200円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

足柄の森レストラン アシガラノモリレストラン〈735〉

駿東郡小山町桑木字南の原599
エクスパーサ足柄SA下り線
☎0550-81-1115 FAX 0550-81-1116

静岡県
エクスパーサ足柄SA下り

静岡県産の食材を使った料理を提供する山小屋風レストランです。洋食やイタリアン、和食まで幅広いバリエーション
のメニューをご用意しております。
アクセス

東名高速道路「足柄SA」下り線

P バス/SA内パーキングに駐車可能
受 入れ可 能 人 数

30名様まで

和食中心
アラカルト

ご利用時間/応相談

ご 予算

受 入れ可 能 時 間

ランチ
ディナー

ランチ

平均ご予算

1,300円〜1,600円

ディナー

平均ご予算

1,300円〜1,600円

11時〜15時
15時〜21時

MACCHA HOUSE

京都市東山区清水3-337
☎075-532-5630

マッチャハウス〈1212〉

京都府
清水産寧坂

京都の老舗『森半』の抹茶を使用した和スイーツや、抹茶やほうじ茶のオリジナルドリンクなどを展開。複数のメディアで
取り上げられている大好評のスイーツ「宇治抹茶ティラミス」をぜひご堪能ください。
セット

アクセス

京阪本線「祇園四条駅」/ 徒歩15分

P

バス/施設駐車場なし
/近隣：京都市清水坂観光駐車場

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

平日ランチ 10時〜12時

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

ご利用時間/60分

宇 治抹 茶のティラミスセット

1,000円〜

〈ドリンク〉
アイス抹茶ラテ/アイスほうじ茶ラテ/アイス抹茶/オレンジジュースの中から1つ

和歌山市中字楠谷573
イオンモール和歌山1F
☎073-480-5180 FAX 073-480-5181

シャブサイ〈875〉

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

南海本線「和歌山大学前駅」/徒歩3分
阪和自動車道「和歌山IC」から国道26号線経由

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

30名様まで

平日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 17時〜21時

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/90分

ディナー

平日限 定

ご利用時間/120分
平日限 定

大人（中学生以上）

1,700円〜

大人（中学生以上）

2,000円〜

小学生（7才〜12才）

800円〜

小学生（7才〜12才）

900円〜

ソフトドリンクバー
大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

寿司食べ放 題
+ 500 円〜

和歌山県
イオンモール和歌山

修学旅行限定プラン
洋・伊・アジア
食べ放題

CHISŌ ZANMAI

大阪市北区梅田3-1-1
大丸梅田店14F
☎06-4796-7290

チソーザンマイ〈743〉

大阪府
大丸梅田店

ゆったりと優雅な空間で、バリエーション豊かな料理を堪能できる大型ビュッフェレストラン。素材を活かした和食を中
心に、洋食や中華・デザートまで数々の料理をご用意。
アクセス

JR線「大阪駅」/ 徒歩1分

ランチ

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 時 間

100名様まで

ランチ
11時〜17時
ディナー 17時〜21時

コース

AWkitchen

ディナー

ご利用時間/90分
平日

受 入れ可 能 人 数

洋・伊・アジア

掛売不可・前振込不可

ご利用料金

土日祝

ご利用時間/90分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 2,400円〜 2,600円〜

大人（中学生以上） 3,400円〜 3,600円〜

小学生（7才〜12才） 1,200円〜 1,200円〜

小学生（7才〜12才） 1,500円〜 1,500円〜

ソフトドリンクバー 付き

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス近鉄本店タワー館14F
☎06-6625-2180

エーダブルキッチン〈844〉

大阪府
あべのハルカス

全国の契約農家さんや、地元の生産者さん自慢の新鮮野菜をたっぷり使ったお野菜料理を提供します。あべのハル
カス14階からの景色と、広々開放的な店内で、心ゆくまでお食事をお楽しみください。
アクセス

メニュー

近鉄線「阿部野橋駅」/ 直結

ランチ限 定

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

50名様まで

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

農 園サラダバー 付きパ スタコース

サラダバー / パスタ1品
大人・小学生一律

受 入れ可 能 時 間

ランチ

ご利用時間/ランチ90分

11時〜14時

しゃぶ菜

平日/1,800円〜 土日祝/2,000円〜
ソフトドリンクバー +300円〜

大阪市天王寺区悲田院町10-48
天王寺MIOプラザ館4F
☎06-4305-0530 FAX 06-4305-0531

シャブサイ〈881〉

大阪府
天王寺 MIO

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「天王寺駅」/ 直結

ランチ

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 時 間

56名様まで

終日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 16時〜21時

食べ放題

しゃぶ菜

ご利用時間/90分
平日

受 入れ可 能 人 数

しゃぶしゃぶ・すき焼き

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）
ディナー ご利用時間/90分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,700円〜 1,800円〜

大人（中学生以上） 2,200円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,000円〜

900円〜

900円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

大阪市此花区島屋6-2-61
ユニバーサルシティウォーク5F
☎06-4804-3850 FAX 06-4804-3910

シャブサイ〈923〉

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「ユニバーサルシティ駅」/徒歩３分
阪神高速湾岸線・淀川左岸線
「ユニバーサルシティ出口」/車5分

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏もも・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/90分

ディナー

平日限 定

ご利用時間/90分
平日限 定

P バス/施設駐車場なし

大人（中学生以上）

1,800円〜

大人（中学生以上）

2,500円〜

受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

小学生（7才〜12才）

900円〜

小学生（7才〜12才）

1200円〜

100名様まで

ランチ
11時〜15時
ディナー 15時〜18時

ソフトドリンクバー +350 円〜

寿 司 食 べ 放 題 + 600 円〜

大阪府
ユニバーサルシティウォーク

修学旅行限定プラン
しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

今治市にぎわい広場1-1
イオンモール今治新都市1F
0898-34-7031
☎0898-34-7030

シャブサイ〈1057〉

愛媛県
イオンモール今治新都心

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「今治駅」/ 直通バス15分
しまなみ海道「今治IC」/ 車4分

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

80名様まで

ランチ
11時〜16時
ディナー 17時〜21時

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）
ご利用時間/
平日無 制 限、土日祝90分

ランチ

平日

ディナー ご利用時間/120分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,800円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+300円〜

伊予郡松前町筒井850
エミフルMASAKI 1F
☎089-961-6027

シャブサイ〈1579〉

愛媛県
エミフルMASAKI

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

伊予鉄道「古泉駅」すぐ
「伊予IC」から6㎞、「松山IC」から8㎞

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

90名様まで

ランチ
11時〜16時
ディナー 17時〜21時

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/70分
平日

ディナー ご利用時間/90分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,800円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+300円〜

高知市秦南町1-4-8
イオンモール高知1F
☎088-826-8293 FAX 088-802-2688

シャブサイ〈583〉

高知県
イオンモール高知

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「高知駅」北口/徒歩10分
高知自動車道「高知IC」より北環状線を西へ2km

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

ランチ
11時〜15時
ディナー 17時〜21時

中華
食べ放題

九龍點心

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ご利用時間/90分
平日

ディナー ご利用時間/120分

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,800円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー
大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+300円〜

寿司食べ放 題
+ 500 円〜

福岡市中央区地行浜2-2-1
マークイズ福岡ももち3F
☎092-833-8075 FAX 092-833-8076

クーロンテンシン〈1234〉

点心の職人、点心師が店内で作る出来たて熱々のこだわり小龍包と前菜、デザートなどの本格中華ビュッフェです。
ゆったりとくつろぎながら、お食事をご堪能ください。
アクセス

ご利用料金

福岡市地下鉄空港線「唐人町駅」/徒歩10分
福岡都市高速環状線「西公園ランプ」、「百道ランプ」/車5分

P バス/施設駐車場なし
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

90名様まで

平日ランチ 11時〜15時
平日ディナー 17時〜21時

ランチ

ご利用時間/90分
平日

ディナー

土日祝

ご利用時間/120分
平日

土日祝

大人（中学生以上） 1,700円〜 2,000円〜

大人（中学生以上） 2,100円〜 2,200円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才）

800円〜

800円〜

ソフトドリンクバー +300 円〜

800円〜

800円〜

福岡県
マークイズ福岡ももち

修学旅行限定プラン
しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

北九州市八幡東区東田3-2-102
イオンモール八幡東1F
☎093-671-1895 FAX 093-671-1902

シャブサイ〈1069〉

福岡県
イオンモール八幡東

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR鹿児島本線「スペースワールド駅」/徒歩5分
北九州都市高速道路5号線「枝光IC」/車5分

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

90名様まで

平日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 17時〜21時

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ディナー ご利用時間/120分

ご利用時間/90分
平日

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,800円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー
大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

寿司食べ放 題
+ 500 円〜

佐賀市兵庫北 5-14-1
ゆめタウン佐賀1F
☎0952-36-8275

シャブサイ〈568〉

佐賀県
ゆめタウン佐賀

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR長崎本線「佐賀駅」/バス15分
九州自動車道「佐賀大和IC」/車15分

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

50名様まで

平日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 17時〜21時

しゃぶしゃぶ・すき焼き
食べ放題

しゃぶ菜

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ディナー ご利用時間/120分

ご利用時間/90分
平日

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,800円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー
大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

寿司食べ放 題
+ 500 円〜

上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
イオンモール熊本１F
☎096-235-7345 FAX 096-235-7350

シャブサイ〈887〉

安全・安心な牛肉や豚肉と、野菜バーから選べる新鮮野菜を好きなだけお召し上がりいただける「しゃぶしゃぶ」と
「すき焼き」が食べ放題のレストランです。
アクセス

メニュー

JR線「熊本駅」/熊本バス直行便40分
「御船IC」出口を右折、緑川に沿って西へ3㎞

P バス/施設駐車場あり（要事前申請）
受 入れ可 能 人 数

受 入れ可 能 時 間

80名様まで

平日ランチ 11時〜16時
平日ディナー 17時〜21時

牛肉・豚肉コース（牛バラ・豚肩ロース・豚バラ・鶏つくね・野菜・ご飯・麺類）

ランチ

ディナー ご利用時間/120分

ご利用時間/90分
平日

土日祝

終日

大人（中学生以上） 1,800円〜 1,900円〜

大人（中学生以上） 2,400円〜

小学生（7才〜12才）

小学生（7才〜12才） 1,100円〜

900円〜 1,100円〜

ソフトドリンクバー 大人（中学生以上）+350円〜、 小学生+250円〜

クリエイト・レストランツグループ

熊本県
イオンモール熊本

