
麻辣大学＜本格四川料理＞ tel.03-5547-4626＜本格四川料理＞ tel.03-5547-46263F＜提供時間：土日祝11：00～15：30＞

ボリュームランチ ¥1 ,680
マーボー豆腐／酢豚／牛スジの茄子煮込み／八宝菜／

海老のチリソース／鶏肉とピーナッツ炒めの中から。
ドリンク7品から1品お選びいただけます。ライス、スープ、デザート付き）

メイン料理が6品
の中から2品
選べるボリュー

ムランチ！

＜提供時間：土日祝11：00～15：30＞

お子様ランチ 500

チャーハン、からあげ
スープor麺、デザート
ソフトドリンクの付いたお得なランチ！

ワンコインでこのボリューム！

ボリュームランチで腹ごしら
え。夏休みのトリトンは
いろんなワークショップを
やってるから楽しみだね。

Presented by

サンマルクカフェ
＜セルフカフェ＞ tel.03-6221-0309＜セルフカフェ＞ tel.03-6221-0309

2F

かき氷
（いちご・抹茶金時・マンゴー） ¥475

Nail Quick＜ネイルサロン＞ tel.03-5547-0023＜ネイルサロン＞ tel.03-5547-00232F

フットジェルカラーbyOPI＆
＋フットケアコース ¥9,720

薄付きが特徴の時短ジェル。ワンカラー派の方におすすめ！

ファイリング＋キューティクルケア＋角質ケア＋OPジェル1色塗りファイリング＋キューティクルケア＋角質ケア＋OPジェル1色塗り
＋トリートメント＋トリートメント（ （

フットジェル定額
＋フットケアコース ¥10,800

デザインがセットになったお得なコース！

ファイリング＋キューティクルケア＋角質ケアファイリング＋キューティクルケア＋角質ケア
＋パフェジェル＋各アート＋トリートメント＋パフェジェル＋各アート＋トリートメント（ （

におすすめ！

800

＜スペシャルプライス＞
8839

（ハハ・パパサンキュー）

価格！

VISAGE inti＜美容室＞＜美容室＞

tel.03-5548-7580

頭筋スパ ¥4,860
頭皮の筋肉を動かしたり、リンパを刺激して
日頃の疲れをやわらげるマッサージです。

組合せ自由90分コース
¥
※ボディケアとフットケア、骨盤ケアは30分以上。
オプションのみの組合せはできません。※他の割引は併用不可。

＜リラクゼ―ションスタジオ＞＜リラクゼ―ションスタジオ＞
2F

7/16Tue

8/31Sat

チ

※表示価格はすべて税込です。　※画像はイメージです。　※各店のサービス提供期間などの詳細は、直接店舗までお問合せください。

香り豊かなアロマホップをふんだんに香り豊かなアロマホップをふんだんに
使用した軽快な飲み口のエール。驚きの香り高さ。使用した軽快な飲み口のエール。驚きの香り高さ。
① Far Yeast 東京ブロンド 330ml ¥583
華やかなホップの香りと華やかなホップの香りと
パワフルな味わいと苦味のペルジャンIPAです。パワフルな味わいと苦味のペルジャンIPAです。
② Far Yeast 東京IPA 330ml ¥583東京島酒 庄右ェ門 700ml

¥1 ,718

ほっくりした芋の風味とほっくりした芋の風味と
八丈島ならではの八丈島ならではの
麦麹の風味がしっかり麦麹の風味がしっかり

成城石井＜スーパーマーケット＞＜スーパーマーケット＞

tel.03-6219-5801tel.03-6219-5801
2F

わさび醤油
牛カツソース
山椒塩など、
5種類の多様な

味わいが楽しめます！

麻辣大学日祝 麻辣大学祝

ームランチ ¥1 ,686868686868680000000
マーボー豆腐／酢豚／牛スジの茄子煮込み／八宝菜／
ス／鶏肉とピーナッツ炒めの中から。

ドリンク7品から1品お選びいただけます。ライス、スープ、デザープ、デザープ、デザープ、デザープ デザプ デザプ デザート付きート付きート付きート付きート付きート付き）ト付き

メメイインン料料理理がが66品品
のの中中かからら22品品
選選べべるるボボリリュュー

ムムラランンチチ！！
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＜提供時間：土日日祝11：00～15：30＞

様ランチ 500

からあげ
デザート
クの付いたお得なランチ！

ン
ここのボ

チで腹ごしら
トンは
ショップを
みだね。

提供時 土提供時 土

ボリュー
マ

海老のチリソース

ンコインインででンコ で
ム！ボリューリューム！ム！ムボリュー

① ②

ドリンクは

全10種類
！

2

か
（い

ンクははは
種類類類！

VISA
tel.03-

頭筋ス
頭皮の筋肉
日頃の疲れ

組合せ
¥
※ボディケアと
オプションのみ

2F

※画像はイメ ジです の詳細は 直接店舗までお問合せく※画 イ す の は 接 舗ま 問 せくださいさす ※各店のサ ビス提供期間などの各 の ビ 供 間 の

油び醤油油
カツソースス
椒塩など塩など、山椒
類の多多様な多様な様な5種類の多様な

しめます味わいが ！が楽しめます！わいが ます！が楽し味わいいが味わ が ！楽し ！

47
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75
ソフトドリ

ンクも

選べます！

贅沢欲張る牛カツ御
膳！

4種の部位を全部の
せ！

茅ヶ崎 海ぶね＜海鮮料理＞ tel.03-5859-0650＜海鮮料理＞ tel.03-5859-06503F

＜提供時間：17：00～22：00＞＜提供時間：17：00～22：00＞
※当日の仕入れ状況により内容が異なる場合がございます。※当日の仕入れ状況により内容が異なる場合がございます。

得々ファミリーセット
¥2,500

期間
限定

しらすをたっぷり使った期間限定メニューしらすをたっぷり使った期間限定メニュー

いきなり！ステーキ
＜ステーキレストラン＞ tel.03-6204-9429＜ステーキレストラン＞ tel.03-6204-9429

2F

＜提供時間：平日17：00～22：45 土日祝15：00～21：45＞＜提供時間：平日17：00～22：45 土日祝15：00～21：45＞

コースメニュー ¥2,052～
（リブロ－ス／ヒレ／サーロイン／リブロース（国産）のいずれかのコース）

／いきなり！ステーキおすすめ／

150gカット価格が新登場！150gカット価格が新登場！
4種類のお肉から選べるコースメニュー！4種類のお肉から選べるコースメニュー！

フォルクス＜ステーキハウス＞＜ステーキハウス＞

tel.03-3532-2720tel.03-3532-2720
2F

＜提供時間：全日11：00～22：00＞＜提供時間：全日11：00～22：00＞

ミートコンボ ¥1 ,760（サラダバー付）
フォルクス自慢のハンバーグフォルクス自慢のハンバーグ
チキンステーキ、カットステーキの3種類のお肉が楽しめる！チキンステーキ、カットステーキの3種類のお肉が楽しめる！

ファミリーに
最適なメニューを
豊富に取り揃えて

おります！

海鮮三崎港＜回転寿司＞ tel.03-5859-5006＜回転寿司＞ tel.03-5859-50061F

＜提供時間：平日11：00～22：00 土日祝11：00～21：00＞＜提供時間：平日11：00～22：00 土日祝11：00～21：00＞

①うなぎにぎり¥421

夏バテ防止においしい夏バテ防止においしい
うなぎはいかがでしょうか！うなぎはいかがでしょうか！

②夏の5貫盛 ¥637
中トロ、真いか、ひらまさ、生しらす軍艦、うなぎの5貫盛セット中トロ、真いか、ひらまさ、生しらす軍艦、うなぎの5貫盛セット

②

①

牛カツ専門店 京都勝牛
＜牛カツ専門店＞ tel.03-6228-2990＜牛カツ専門店＞ tel.03-6228-2990

3F

牛カツ
欲張り御膳

¥2,894
＜提供時間：平日15：00～22：00＜提供時間：平日15：00～22：00

   土日祝15：00～21：00＞   土日祝15：00～21：00＞

トリトン券をゲットしたらママ
も嬉しい楽チンディナー！
がっつりメニューをチョイスすれ
ばパパも子どもたちも大満足！

ラムネのトッピングがかわいい！
子どもから大人まで爽快感・清涼感を
楽しめる1番人気のサンデーです！

トリトン・コレクション
＜新感覚フードコート＞ tel.03-5144-8208＜新感覚フードコート＞ tel.03-5144-8208

1F

＜提供時間：平日14：00～21：30 土日祝11：00～20：00＞＜提供時間：平日14：00～21：30 土日祝11：00～20：00＞

ソーダサンデー ¥380

子どもたちが楽しみにしている
キッズビンゴは8/10。そろそろ
帰省のお土産を考えなくちゃ。
ビンゴ帰りに成城石井で
珍しいお酒を発見！

夏休み恒例！あそびの祭典で
めいっぱい遊んだ後は、みん
なで一緒にスイーツタイム。
「あー生き返る！」

パパと子どもたちがトリトンの
鉄道オモチャパークで遊んで
いる間に私はリフレッシュタイ
ム。マッサージ？頭筋スパ？
久しぶりにフットケアも
気持ちいいかも。

ワークショップの前は…

キッズビンゴ大会の帰りは…キャッシュバッグキャンペーンで…

鉄道オモチャ
　　パークの時は…

あそびの祭典の後は…
-夏休み恒例イベント-



8/25
（日）

大きな地図の上に、鉄道おもちゃの
線路を自由に敷いて電車を走らせよう！
線路があみだくじになったり巨大なトイレールもあるよ！

8/19（月）▶8/25（日）レシート有効期間

2F グランドロビー
11：00～16：00 ※15:30受付終了

会　場

開催時間

参加対象年齢 ３歳以上 ※小学生以下は保護者同伴

期間中、晴海トリトン各店舗（一部除く）にて、５００円（税込・合算可）以上の
お買い上げまたはご飲食ご利用のレシート1枚につき、1名様1回ご参加
いただけます。１回３０分の完全入れ替え制となります。

※キャンペーン対象外店舗等、キャンペーンの詳細につきましては、トリトンHP・館内設置ポスター等でご確認ください。

●クレジットお買上げ票（お客様控え）を必ずご持参のうえ、ご提示ください。 ●クレジットお買上げ票は合算可能です。 ●端数は切り捨てとなります。 ●お引換はお一人様
1回限り。最大50,000円分のお買上げまでとさせていただきます。（トリトンお買物・お食事券 10枚・5,000円分まで） ●トリトンお買物・お食事券の現金への換金はいたしかねます。 

クレジットカードでのお買上げ5,000円（税込）ごと（合算可）に500円分のお買物・お食事券をプレゼント！
キャッシュバックキャンペーン
クレジットカード決済

晴海トリトン各店舗（一部除く）にて、合計1、000円（税込）以上
お買上げまたはご飲食ご利用のレシートにつき1名様1回

ご参加いただけます！

※レシート対象外店舗等
　詳細につきましてはトリトンHP・館内設置ポスター等でご確認ください。

2F グランドロビー インフォメーション横
会　場

受付期間

3歳から小学6年生までのお子様
対象年齢

11：00受付開始　11：30ビンゴ開始 ※先着順となります。

7/16（火）▶8/10（土）レシート
有効期間

8/10（土）
キャンペーン期間 7/16（火）~7/28（日） カウンター設置場所 2階トモズ横 特設会場

お勤めの方限定晴海トリトンスクエアに

7/26（金）キャッシュバック期間

12：00~18：30

500枚

キャッシュバック時間

キャッシュバック枚数

限度枚数に達し次第終了いたします

どなた様でもご参加いただけます

7/27（土）・28（日）キャッシュバック期間

12：00~15：00
※なくなり次第終了

500枚7/27（土）

500枚7/28（日）

キャッシュバック時間

キャッシュバック枚数

限度枚数に達し次第終了いたします

※晴海トリトンスクエアにお勤めであることがわかるものをご持参ください

※レシート対象外店舗等詳細につきましてはトリトンHP・館内設置ポスター等でご確認ください。

※画像はイメージです。　※各店のワークショップの詳細は、直接店舗までお問合せください。

2F グランドロビー
インフォメーション横
4歳～小学6年生
先着50名様

会場

対象

7/21（日）13：30～15：30
                   受付 13:00～

日時

定員

きみもマジシャン！
と～ってもふしぎな
            ビックリ筒つくり

参加無料

8/18（日）
11：00～15：00
※14:45受付終了

日時

2F グランドロビー
4歳～小学6年生
先着200名様

会場

対象

定員

特別企画

あそびの祭典2019
参加無料

時　間 13時～15時

参 加  費

場　所 2F アロマブルーム

対象年齢 5歳以上

定　員 各日先着5名様

1,000円（税込）

時　間 14時～15時

対象年齢 どなた様でも
参加可能

参 加  費

場　所 2F ソフトバンク

定　員 1回 5名様　
※前日までに事前予約
※電話または店頭にて
　予約受付

無料

2F アロマブルーム tel.03-6219-7518

保冷剤で作る
消臭ジェル

7/20
（土）

8/10
（土）

8/17
（土）

8/31
（土）

2F PLAZA DEPOT tel.03-6682-27182F ソフトバンク tel.03-6204-2851

初めてスマホにされる方、操作でお困りの方にソフト
バンクのアドバイザーが何でもお教えします。
まだスマホをお持ちでない方も大歓迎です。

スマホ無料体験7/20
（土）

8/10
（土）

スタッフのハンドドリップによる
コーヒーの試飲会

7/21
（日）

コーヒー豆の種類の豊富さ、豆の違いを味わうこと
ができます。
当日は3種類の豆から選んで、ご試飲いただけます。

時　間 11時～12時

対象年齢 どなた様でも
参加可能

参 加  費

場　所 2F PLAZA DEPOT 併設
BROOKLYN ROASTING
COMPANY

定　員 なし
無料

バーバパパの
うちわを作ろう！！

7/27
（土）

かわいいバーバパパの絵柄のうちわを自分で作ろう！
ミニサイズなので持ち運びに便利！
キャンプや夏祭りにも最適！

時　間 13時～17時

対象年齢 どなた様でも
参加可能

参 加  費

場　所 2F PLAZA DEPOT

定　員 なし
※うちわがなくなり次第
　終了となる場合がござ
　います

無料

※はさみを使います。小さなお子様は保護者の方と一緒にご参加ください。※画像はイメージです。

夏の暑さ対策、虫よけ対策、消臭対策に役立つアロマをお好みで
調合し、消臭ジェルを作ってみませんか？
色付けしたり、飾りを付けたり楽しいですよ♪

2F くまざわ書店 tel.03-5547-4460　

みんなでペーパークラフトの工作をします。はさ
みを使わないので、小さなお子様でも安心して
ご参加いただけます。

クラフトブック体験教室8/4
（日）

（18時以降は豊洲店に転送）

時　間 13時～16時

場　所 2F グランドロビー
インフォメーション横

対象年齢 どなた様でも
参加可能

参 加  費

定　員 なし
無料

夏休みもイベントを豊富にご用意！

トリトンで気軽に遊ぼう！楽しもう！×夏休みのイベント 晴海トリトン 詳細は
こちら

巨大トイレールが出現！

自由
に

線路
を敷
いて

遊ぼ
う！

〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-16
TEL.03-5144-8100

営業時間 ［物販・サービス］11:00～21:00 ［飲食店］11:00～23:00
※一部店舗により異なります。※土・日・祝日は各店舗により異なります。

7/25●木・26●金・27●土       8/24●土・25●日・26●月

は、トリトンポイントカード 倍！ 毎月“5”のつく日も
3倍デー実施！

8/5（月）・8/15（木）

ライオン
ハミガキ相談会

7/27
（土）

アース製薬 虫ケア対策
体験コーナー＆モンダミンキッズ

7/28
（日）

お子様やご両親に「お子様の上手な歯磨きの
仕方」をレクチャー！ 日常でのお悩み相談や
アドバイスもスタッフが丁寧に対応いたします！

時　間 11時～18時

場　所 2F グランドロビー
インフォメーション横

意外と知らない虫よけの正しい使い方を
学びましょう！モンダミンキッズの紹介も
ございます！

時　間 11時～18時

場　所 2F グランドロビー
インフォメーション横

対象年齢 どなた様でも
参加可能

参 加  費

定　員 なし
無料

対象年齢 どなた様でも
参加可能

参 加  費

定　員 なし
無料

※1名に対し5分～10分予定

2F トモズ tel.03-5144-8215

イタリア生まれのサンドイッチであるパニーニを
作ります。できあがったパニーニは、ご家庭で
お召し上がりいただけます。

手作りパニーニ教室8/25
（日）

時　間 14時～16時

場　所 3F OTTIMO kitchen due
     passi

対象年齢 どなた様でも
参加可能

参 加  費

定　員 先着6組様
※2日前までにお電話で
　店舗へご予約ください

1,000円（税込）

3F OTTIMO kitchen due passi tel.03-5144-8461

お子様向けの商品をお買い上げの方へプレゼント
している星の手作りチャームをワークショップで
お作りいただきます。

星のチャーム作り8/4
（日）

時　間 ①13時～14時 ②15時～16時

場　所 2F anyFAM

対象年齢 5歳以上

参加条件

定　員 1回4名様　

7/16（火）～8/4（日）の期間中
3,000円（税込）以上のお買物を
された方※当日予約可
※対象金額購入時に店頭予約受付

【事前予約特典】 星のチャームにつけるお名前プレート付

2F anyFAM tel.03-5547-1754


