
少人数から大人数まで、

どんなお集まりでもトリトンにおまかせ。

出会いや門出を祝うおいしく楽しいひとときを。

C H
E
E R
S ! T H A N K S !

3/6 月
金4/28

H A R U M I  T R I T O N

E N J
O Y !

TEL.03-5547-1161

不要ご予約 1名様～　 平日 17:00-21:00受付 提供時間

前日までご予約

2名様～　
平日 14:00-21:00
土日祝 11:00-20:00

受付
提供時間

不要 2名様～　
平日 17:00-22:00 土日祝 11:00-22:00

受付

前日までご予約

4名様～　
平日 17:00-19:30　
土日祝 11:00-13：30/17:00-19:30

受付
提供時間

2日前まで
2名様～　
平日 16:00-21:00 土日祝 16:00-21:00 

TEL.03-3532-2720

先付／本日のサラダ／本日のお刺身／本日の焼物／本日の揚物／〆御飯
※メニューの食材が変わる場合がございます。

生ビール、日本酒、焼酎、サワー各種

￥3,500（税込）［お一人様］ ※写真は4人前です。

120分間（L.O.90分後）

生ビール、焼酎、紹興酒など80種類

120分間（L.O.90分後）和

和

洋

TEL.03-5859-5711
アジ
アン

TEL.03-6204-2817

付

豊洲直送の鮮魚刺身／熊本直送の鮮馬刺（赤身）／鶏つくね焼き／
国産鶏の朝引もも正肉炙り焼／骨付朝引鶏の水炊or国産牛の
小腸のもつ鍋 ※お鍋は2種からお選びいただけます。

￥3,500（税込）［お一人様］ ※写真は4人前です。

生ビール、ハイボール、サワー等
120分間（L.O.90分後）

￥4,500（税込）［お一人様］

3種前菜の盛り合わせ／揚げ物2種盛り合わせ／イカと彩り野菜塩味炒め／牛肉と春の竹
の子XO醤炒め／大エビのチリソース／豆苗の強火炒め／手作り小籠包／炒飯／デザート

￥4,500（税込）［お一人様］ ※写真は3人前です。 付

本場のコックが調理する
台湾料理を！

TEL.03-5144-8239
アジ
アン

キムチ3種盛／サラダ／オードブル4種（極みユッケ・イカ
刺し・ゆで豚ポッサム・サーロイン握り）／特選サーロイン／
特選厚切りハラミ／タン塩-厚切り-／カルビ／ヒレロース／
大海老／ホルモン／サーロインと濃厚卵の究極小鉢飯／
デザート

￥8,500（税込）［お一人様］ ※写真は2人前です。

TEL.03-5547-4626

アジ
アン

晴海トリトン限定

晴海トリトン限定

晴海トリトン限定

晴海トリトン限定

ビール、ハイボール、ワイン、日本酒、焼酎、カクテル、ソフトドリンク

120分間（L.O.90分後）

本格四川料理と
モダンな空間を
ご用意！

前日までご予約 4名様～　
平日 17:00-19：00 土日祝 11:00-19:00 

受付
提供時間

牛肉スライスのピリ辛香菜和え／ほうれん草の白胡麻ソース／海老と
カシューナッツ香り野菜炒め／鶏肉とホルモンの唐辛子炒め／豚バラ
肉の蒸し煮ヤーツァイと共に／四川名物 五目の新鮮ラー油煮／五目
野菜炒めトウショウメン／杏仁豆腐

￥5,500（税込）［お一人様］

※写真はコースメニューの一部です。 ※写真は4人前です。

瓶ビール、ワイン（赤・白）、焼酎、紹興酒、サワー類、ソフトドリンク

120分間（L.O.90分後）

フレッシュサラダ／スモークサーモンカルパッチョ風／
おつまみ３点盛／牛すじ赤ワイン煮込み／サーロイン
ステーキ（100g）／ミートソース／アイス

※写真は2人前です。（パスタとカルパッチョは3～4人前）

付

ご予約
受付

提供時間

大人数での会食もOK！
和・洋・アジア

ン、幅広い
ジャンル

の

大型店舗が
ラインア

ップ

気軽なお集まりにおすすめ！ シーンに合わせて
サクッと飲

むもよし
、

シメまでしっかり楽
しむのもよ

し

上記をお電話または
店頭にてお伝えください。

贈り物の目的(歓迎会・送別会など)
ご予算
贈る相手(性別、年齢、雰囲気など）

花束のスムーズな
ご注文方法

¥10,000以内のご注文は
当日受け渡し可能！

ご予約について

TH ANKS
G I F T

お世話になった感謝の気持ちを、
花束やギフトに込めて
贈りませんか？

TH ANKS
G I F T

Nail Quick 〈ネイルサロン〉tel.03-5547-00232F
 Hinagiku 〈フラワーショップ〉
 tel.03-5859-0029

2F
ブーケ 各¥3,300~

On the Desk 〈ステーショナリー・小物雑貨〉
 tel.03-5547-1088

2F

フラワーブーケシール付色紙（封筒付き） ¥1,540
フラワー3つ折色紙（シールと封筒付き） ¥1,540

アロマブルーム 〈リラクゼーショングッズ〉
 tel.03-6219-7518

2F
アロマブルーム  イージーバリア ¥2,200
Bath de CBD〈1回分〉 ¥1,100

ネイルクイックのギフトチケット 
¥5,000/¥1,000

明るく前向きな
方を

イメージ
笑顔が可愛らしい方を

イメージ

完成イメージ

店頭にて対応中！
素敵なラッピングはいかが？

3日前までご予約 3名様～　
平日 17:00-21:00　

受付
提供時間

前日までご予約

2名様～　
平日 17:00-20:30

受付
提供時間

前日まで（9名様以下は予約不要）ご予約

1名様～　
平日 17:00-21:30　
土日祝 11:00-21:30

提供時間

提供時間

2日前までご予約

2名様～　
平日 17:30-20:30　
土日祝 17:30-20:30 

受付

前日までご予約

2名様～　
平日 17:00-20:00　
日祝  17:00-19:00 

受付
提供時間

TEL.070-8558-0912
和

TEL.03-6228-2990
和

TEL.03-3532-5228和

TEL.03-5144-8256

牛すじ豆腐煮／小鉢3品／お造り３種盛り／本日の焼き魚／〆のお茶漬け

￥3,080（税込）［お一人様］

TEL.03-3532-2641洋

アジ
アン

前菜／サラダ／自家製厚揚げ／鹿児島直送 地鶏たたき／焼鳥
3種盛り／鶏雑炊／辛鶏つけそば

￥4,000（税込）［お一人様］

￥3,850（税込）［お一人様］

※写真はコースメニューの一部です。　※写真は2～3人前のイメージです。　
※メニュー内容が変わる場合がございます。

付

牛カツ欲張り御膳 単品(サーロイン・ロース・タン・ヒレ） ¥3,178
／しばかっぱ ¥110／カレー風味のマカロニサラダ ¥385

※写真は1人前です。 ※営業時間が変更になる場合がございます。

付

本日のおすすめ前菜／白身魚のタンドール焼き／タンドーリチキン／カレー2種／
サラダ／ライス／ナン／デザート

ビール、ワイン、ウィスキー、焼酎、各種カクテル、
ソフトドリンク等

￥2,500（税込）［お一人様］ ※写真は2人前です。

90分間（L.O.60分後）

付

生ビール、角ハイボール、日本酒、サワー等20種類

120分間（L.O.90分後）

ビール、ワイン（赤・白）、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク

90分間（L.O.60分後）

ビール、ハイボール各種、ジンソーダ、ソフト
ドリンク各種　
※＋¥550で通常ドリンク全て飲み放題！

120分間（L.O.90分後）

“山盛り”塩ゆで落花生／うずらの味玉／タコサンウィンナー／パリピーマンの
肉味噌フェス／揚げ物盛り合わせ／クリスピーなマルゲリータピザ／
締めのナポリタン（赤or白）

※写真はコース
　メニューの一部です。 付

懐かしいメニューを
昼間とは

違う雰囲気で！ご予約
受付

瓶ビール、そば焼酎、梅酒

120分間（L.O.90分後）

TEL.03-5144-8245
和

2日前まで
2名様～　
平日 17:00-19:00　

本日の小鉢／彩りサラダ／馬刺し２種盛り／鴨ねぎ焼き／揚げだし
おぼろ豆腐／山賊焼き／漬物盛り合わせ／〆そば／季節のアイス

￥3,600（税込）［お一人様］ ※写真は2人前です。

家庭的な料理を
落ち着く空間で
味わう !

美味しく手頃なコースを解放的な店内で！

提供時間
ご予約

提供時間

受付
提供時間


