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FRESHNESS 

BURGE� 
晴海トリトン1Fに
FRESHNESS BURGER&Bakeryが
オープン！
味党だけでなく、 心も満たされる、 大人がくつろげるパーガー

l ヵフェ。 通常メニュ ー の他、 店内オ ー ブンで焼き上げる
べーカリーメニュ 一をご用意してお待ちしております！

1 F FRESHNESS BURGER & Bakery 
［バーガーカフェ・ベーカリー］
tel. 03-5859-5058 

営天胡問平日：7:30-21 00土日祝：8:00-21:00 

一 10/22(月）~10/31(水） '18
autumn 

Haruml 1i『iton
晴海トリトソ
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秋の昧覚ホルモンとキノコの
バターホイル焼き¥1,000
提俄：平日17:00-22:00 土日役14:30-22:00

秋の味化の代及格． キノコの美味しさと
ホルモンを合わせた焼肉昼ならではの一品1

舞茸とサ一ロインステーキ(200g) 1112,786 
蠅償：全日11:00-22:00

ポリュ ームたっぶりでジューシーなお肉に
舞“の立墨が心趣よいメニュ ーです．

2F/フォルクス1ステーキハウス：
t•L 03・3532-2720

サーモン塩麹漬けご飯定食¥940

提供：平日11:00-17:00 土B視11:00-21:00

東北伝統の塩題浪けされたサーモンは /·., ,· 
トロのような味わい. ;c..:.if:: 彦苔ぞ
ご飯がすすむ一品です．

髪の内部にまで
しっかりと栄養をブラス！
夏の紫外線によるダメージを
修復しましょう。

エステトリートメント¥3,240~

2F VISAGE Inti <蔓S室＞
tel. 03-5548-7580 
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運動時に怪我をしにくい身体づくりに。
施術を受けてスポ一ツの秋を満喫しよう！

スボーツバフォーマンスアップコース
通常価格ょl/20%0FF
※他の割引併用不可です ※着替え薫料
2F Re.Ra.Ku <•Jラクゼーションスタジオ＞
tel. 03-6204-2400 
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お化粧が驚くほど巌れない 、

自然な仕上がIJのおしろい．
10年連続亮り上げNo.1!
完全受注品なので 、 ご予約Iiお早め1こe

ミラノコレクション2019
¥9,072 

2Fトモズ＜ドラッグストア＞
tel. 03-5144-8215 
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3F/燒肉トラジ［燒肉I
tel. 03-5144-8239 疇螂� ヽ·•只-·,● ... .. 
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揚げサンマ唐辛子炒め直42
提供：平日15:00~22:00 土日祝11:00~21:00

旬のお魚サンマの旨昧を使った
H里械日恨の11!1川嵐料理です．

3F/台湾小JD1料理阿里城［台湾属居週屋）
tel 03-5859-5711 

1
 

紅葉¥1,380
握倶：平日11:00~22:00 土日祝11:00~21:30

4穐のキノコのクリームコロッケや
カキフライなど ． 秋1/)美味しさが詰まった
利幸自慢の秋季厭定メニュ ーです． 1F/麺家徳［ラ一メンl(トリトン・コレクション内）

t● I. 03�225-0237 

モダンだけど正統派。古き良き時代から
愛され緩けるクラシックフレームを
お客様の嗜好に合わせてご提案します。

18 FW JIN$クラシックシりーズ
¥5,400-¥12,960 

2F JINS <メガネサングラス＞
tel. 03-5166-0881 

3F/かつ工房和幸Iとんかつl
tel. 03·5144-0117 

日

3F/築地食堂濠ちゃん1遍鮮食堂・居渇震］
t● I. 03-5547-1161 

ー

カキフライとあなご飯定食
¥1 ,598 
聾供：平日11:00-22:00 土日嘱11:00-21:00
※明太子・ご飯・お味噌汁は食べ放寵

秋の旨味が凝縮したカキフライとあなご片が
セットになったおトクで天昧しい定食です

3F/さち福やCAFI: I和貪I
tel. 03-3532-8772 

秋鮭とキノコの

黒胡椒バター鉄板燒き直42
雙供；平日15:00-22:00 土日祝11:00-21:00

黒胡椒とパターの呑りに食欲を刺激される
秋鮭と旬のキノコを使った鉄板焼き．

3F/台湾,1,un料理阿里城1台湾風居酒厘
t@l. 03-5859-5711 

豚骨醤油ラ—メン¥800
擾供：土B祝11:00-21:00

新しくなった麺尾筐の豚什帽油ラ一メン！
コク深いスープの昧わいをお楽しみください．

きのこのマッシュル ームクリームソ一ス

¥790 
提供：平日10:00-17:30 土日視11:00-20:30

2積のきのこをマッシュル ームベ一ストと合わせた
この峙煩lだから食べたい， 李節の昧わいです ．

1 F/カフェ＆バー ブロント[t.Jフェ“曰
tel. 03-3532-2641 

秋のカレーうどん•980
提供：平日のみ11:00-17:00

さつまいもJ犀茸天など秋の味化に
えぴ天ものってポリュームたっぷI)!

さつまいもの米粉蒸しパン¥130

宮崎県痢「8崎u芋」をトッピングした
厳選索材の米粉バンをご＂味あれ．

2F/ローソン［コンピニエンスストア］
tel 03•5144-8231 

メイプ｝レシェイ¥500
擾供：全B8:00~20:30

メイプ｝しの＂かな甘膝と呑りを楽しめる
この秋、 イチオシのホットドリンクです．

2FtBROOKLYN ROASTING COMPANY 
（カフェ] (PLAZA DEPOT内）
tel. 03-6692-7271 

鮮やかな紅纂を楽しめるPOPカードに
伝えたい言葉を添えて送りませんか。

秋の便り特纂
①秋カード¥486
②秋カード¥432

2F On the Desk <ステーショナリーり場縫貨＞
tel. 03-5547・1088

もちとろ生スイートポテい108

とろけるようなもち生地で、

スイートボテトを包んだ洋風人椙です ．

2F/セブン・イレプン晴海トリトンスクエア店
［コンピニエンスストア］
tel. 03-6220-0707 
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a アーモンドヘーゼルナッツラテ¥460
bアーモンドヘーゼルナッツラテ

チョコラータ¥480
提供：平日7:00-21:30 土8揖8:00-21:30

泊序な味わいとナッツの香ばしさ
nすきず 、 ほど良い苦抹とコクを楽しめます．

ピスケットのザクザク女感もグッド！

●’・c'-"''.

�r 

こ•
ゃ

首・肩・慶・脚など、つらい箇所に
塗布するだけで 、つらい症状を緩和させ、

疲労回復の効果が期待できますl

ミネクルミネラルマッサージクリーム
¥4,158 

2f KA·RA·DA factory 
＜整体総合サロン＞
tel. 03-5547-0240 
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一
上品な肌触りのカシミヤ混ニット1こ
動くたびふんわり広がるフラノスカート。
やわらかでシンプルなコ ーデを楽しんで。 感日
カシミヤブレンドニット各¥5,389
嵌全幅で6色のバリエー ションあり
ウーリッシュフラノスカート各¥5,389
潔チェックと薫馳の全隠で4色のパリエーションあり

一クマちゃんポケットがキュートな
フエイクファー素材のジャケット。

フェイクファージャケット¥6,469
斎130cmまで

大きなリポンが愛らしいスカートと
カットソ＿ はどちらも単体で着回しOK!

チェックリポンカットソ ー 各¥3,229~
楽全部で4色のパリエーションあり
※サイズによって恒段が異なります
チェックスカート各¥3,229~
嶺全部で4色のパリエーションあり
※サイズによって値段が異なります

秋のレジャーの息い出や 、

逼動会など、家族のイペント写真を
楽しくまとめて残そう。

①ライトブック スクエア
(H 150XH150mm 30~300P)¥1,080-
②ライトブックピッグスクエア
(H254XH254mm 30~200P)¥1,944-
③フォトプックA5タテ(16~50P) ¥3,218-
④フォトブックA4タテ(16~50P) ¥4,838-

2Fバレットブラザ<OPEショッブ＞
tel. 03・3536-8210

寒曜差の激しいこの時期。
朝晩ティ一スプーン一杯の
マヌカハニーで手軽に体調改善。

UMFマヌカハニー 15+¥6,912

2Fアロマブルー ム
くリラクゼーショングツズ＞
tel. 03·6219-7518 

2F anyFAM 
＜レディース． キッズファッション＞
tel. 03-5547・1754

季節の変わり目に、靴のニオイや
汚れをすっきり落としませんか。
ムートンやスエー ドも洗浄可l

靴クリーニング¥2,700~

2Fリアット！＜麗修題鼠クリーニング・合●＞
tel. 03-5560 -0515 

before 

after 

2F/自家製麺杵扇1うどん専門店
tel. 03-5144-8258 

3F/エクセルシオールカフェ1エスブレッソカフェ）
tel. 03-5144-8241 

※表示価格はすぺて税込です。 ※1!!1像はイメージです． ※各店のメニュー援供期間などの詳細は、 言撲店絹までお問合せください．








