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立川 理道
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肉食
援応 団

クボタスピアーズ
を

ニクメシ食べて

応援しよう!

LaLaport TOKYO-BAY世界に

とどろけ!

4/27 6/30

末永 健雄
FL

クボタスピアーズ

または

  観戦チケットと
応援グッズ
カタログギフト選べる

が

総
計30名様に当た！る



前沢牛をはじめ、選りすぐりの極上和牛を
盛り込んだ至福な詰め合わせ。

黒毛和牛詰め合わせ
7,800円（税込）

肉のとみい ［南館3F］

期間限定

お子さまに人気のハンバーグと熱々の
オムライスドリアがセットに。

とろーりチーズの
ハンバーグオムレツドリア
1,134円（税込）

キッチン卵 ［北館2F］

牛肉のミートボールをのせた、
爽やかなトマトソースの贅沢パスタ。

ビーフミートボールの
トマトソースパスタ
910円（税込）

マザーリーフ ［北館1F］

期間限定 6/19（水）まで

調理方法の違う豚肉を使用した、
お肉たっぷりの肉そばです。

頑力屋一押し肉そば倍盛り
990円（税込）

船橋 頑力屋 ［北館1F］

こだわりの味噌チゲスープに
甘辛い豚肉をトッピングしました。

辛みそ豚ゴマうどん
並：590円（税込）
大：690円（税込）

宮武讃岐うどん［北館1F］

ボリューミーで大満足！300gの
ハンバーグステーキ！

Wハンバーグステーキ
1,382円（税込）

俵屋じゅう兵衛 ［北館2F］

大熊 克哉
HO

伊藤 有司
WTB

稲橋 良太
FL

ゲラード・
ファンデンヒーファー
FB

千葉県船橋市に本拠地をもつラグビークラブチーム。2003年以降、日本ラグビーリーグ
の最高峰、ジャパンラグビートップリーグに所属。日本代表選手の立川理道（たてかわはる
みち）キャプテンのもと、今日も日本一を目指しクボタ船橋グラウンドで汗を流している。

クボタスピアーズ
プロフィール

もりもりたべて、
活躍するぞ！



ジューシーな肉を贅沢に盛り付けたボリューム
満点のプレート。

アイランドミートプレート
3,758円（税込）

Eggs 'n Things(エッグスンシングス)［南館1F］

口に入れた時きっと恋するような
味わいのある豚です。

恋する豚の
肩ロース厚切りステーキ
1,706円（税込）

ITALIAN KITCHEN BUONO［南館1F］

毎日店舗で焼きあげる、ジューシーなローストビーフです！

ディナーはローストビーフが食べ放題！
ブッフェ内メニュー
ディナー：3,109円（税込）

Buffet the Forest(ブッフェ ザ フォレスト)［南館3F］

様々なスパイスで下味を付け、ジューシーにグリルした鶏肉ケバブ！

ヒマラヤチーズケバブプレート 
1,180円（税込）

Himalaya Curry(ヒマラヤカリー) ［北館1F］

人気のミートソースパスタに牛すじを
のせた、大好評メニュー！

牛すじのミートソース
1,242円（税込）

洋麺屋五右衛門 ［北館2F］

ファウルア・
マキシ

No.8

孫 昇己
LO

川向 瑛
SO

汗を流した後は
やっぱり
お肉だね！

おいしいお肉が
食べたぁい！



玉ねぎとトマト、ジューシーなお肉を一緒に
煮込んだ特製ビーフストロガノフ。

オーブン焼き
ビーフストロガノフ
（パンまたはライス付き）
1,290円（税込）

ラ･メゾン アンソレイユターブル ［南館3F］

牛・豚・鶏肉が食べ放題！しゃぶしゃぶと
すき焼きが思う存分楽しめる！

スタンダードプラン 
牛肉&豚肉食べ放題コース
平日ランチ：1,618円（税込）
平日ディナー：2,050円（税込）
休日ランチ：1,726円（税込）
休日ディナー：2,158円（税込）

しゃぶ菜［北館3F］

低温でじっくり焼きあげて旨みを閉じこめた、
ディナー限定ローストビーフ！

自家製 低温焼成ローストビーフ
ブッフェ内メニュー 
ディナー大人：1,835円（税込）

フェスタガーデン［北館1F］

とろ～り厚切りチェダーチーズとカリカリ
ベーコンがベストマッチ！

厚切りチェダーベーコンバーガー
サードポンド（約150g）
単品：1,277円（税込）
ランチセット：1,493円（税込）
ディナーセット：1,591円（税込）

クア・アイナ［南館3F］

こだわりの桜姫鶏のステーキを使った、56周年記念特別メニューです！

桜姫鶏のガーリックチキンとオムライス 
1,058円（税込）

Hill Top Rachel Cafe(ヒルトップ レイチェル カフェ) ［北館1F］

期間限定

岡田 一平
SH

青木 祐樹
LO

今野 達朗
LO

厚切りの高級ステーキに、特製オリジナルステーキソースをかけて
お召し上がりください！

リブロースステーキ（300g）
2,236円（税込）

いきなり!ステーキ ［北館2F］

5/10（金）
OPEN

お肉って
おいしいよね！

おいしそ～！
食べたみあるぅ～！



溶岩石で焼き上げた、肉汁たっぷりの
ハンバーグとサーロインステーキ！

ハンバーグステーキ & 
サーロインステーキ
（サラダバー・ライスまたは
パン・スープ付き）
2,786円（税込）～

グリル ドミ コスギ&Mart［南館3F］

牛、豚、鶏のカルビを一緒に楽しめる一品。
サム野菜付き！

三種カルビの盛り合わせ
ディナー：2,041円（税込）※17：00から

韓美膳(ハンビジェ)［南館3F］

ゴロっとした牛肉が肉好きの心をジャストミート！
ふわふわなチーズを山盛りのせた贅沢な一品。

熟成ふわふわチーズと生パスタのボロネーゼ
1,490円（税込）

PIZZA SALVATORE CUOMO［南館3F］

揚げたてならではの、肉汁溢れる
ジューシーな唐揚げ定食です。

唐揚定食6個
843円（税込）

鶏三和［北館1F］

にんにくたっぷりでスタミナが
もりもりわいてくるステーキチャーハン！

ガーリックステーキ
チャーハン
1,058円（税込）

にんにく屋五右衛門［北館1F］

食べ応えバツグン！脂がしっかりのった、
ジューシーな厚切り牛タン！

US産 厚切り牛タンの塩焼
1,490円（税込）

瀬戸内てっぱん堂［南館3F］

期間限定

千葉 雄太
No.8

谷口 和洋
SH

古賀 太貴
PR

努力、そして
肉こそが

ラガーマンには
必要なのさ。

杉本 博昭
HO/バイスキャプテン



デミグラスソースでコトコトと柔らかく煮た、
牛タンのオムライスです！

やわらか牛タンの
デミグラスシチューオムライス
1,274円（税込）

ダッキーダック カフェ［北館1F］

柚子の香りが食欲をそそる、がっつりしつつ
するっと食べられるうどんです。

豚みぞれの柚子胡椒うどん
950円（税込）

nana's green tea ［南館1F］

すき焼き風に仕上げたうす切り牛肉をオムライスの
ふわふわ卵と一緒に！

絶品！牛すき焼き風花咲きオムライス
920円（税込）

66 Kitchen 
［北館1F］

巷でブームのチーズタッカ
ルビとマルハのもち豚をコ
ラボさせました。

チーズカルビ丼
並・大：880円（税込）
特：980円（税込）

マルハのカルビ丼 
［北館1F］

お肉を食べてInstagramに投稿しよう！#肉食応援
※掲載価格は消費税を含んだ総額の表示となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合がございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦
ください。※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。また、掲載店舗が予告なく移転・退店となる場合もございます。予めご了承ください。 ※画像はイメージです。内容は2019 年4 月27 日( 土) 現
在のものとなります。

肉食 援応 団 クボタスピアーズ
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TOKYO-BAY

世界に

とどろけ!

肉食 援応 団
LaLaport TOKYO-BAY世界に

とどろけ!

期間中、対象店舗にて本リーフレット記載のメニューをご注文の方に応
募用紙を1枚進呈いたします。抽選で総計30名様に、クボタスピアーズ
観戦チケットと応援グッズ、または選べるカタログギフトが当たる!

4/27 6/30応募期間

応募ボックスはコチラ!

❶❷

❸

北館1F
東の広場付近

北館1F
CAFÉ & SOFTCREAM 
マザー牧場前

南館3F
緑のエスカレーター付近

応
募
方
法

本リーフレットに記載の
メニューを食べよう!

必要事項を記入して、
応募ボックスに投函!応募用紙をGET!

※プレゼントキャンペーンの応募は三井ショッピングパークカードまたはラゾーナ川崎プラザカードのカード会員番号が必要になります。※賞品はお選びいただけません。

※画像はイメージです。

クボタスピアーズ
を

ニクメシ食べて

応援しよう!

4/27 6/30

クボタスピアーズ 観戦チケットと
応援グッズ 10組20名様

リンベル 
選べる国産和牛
カタログギフト

〈10,000円相当〉10名様

期間限定

期間限定

北川 賢吾
PR/Fwリーダー

羅 官榮
PR

岩佐 賢人
WTB

白井 竜馬
SO

7/20（土）トヨタ自動車ヴェルブリッツ戦
場所:秩父宮ラグビー場


