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玉 GYOKU

お子様にも食べやすい醤油ラーメンに、コーン、味付たまご、のりをトッ
ピング。選べるお菓子とおもちゃにドリンクがついたお子様セット。

お子様セット…600円（税込）

ケンタッキーのオリジナルグッズが1つ付いてきます！

ケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキン

お好きなドーナツと対象のキッズドリンク購入で100円お得にお買
い求めいただけます。

キッズコンボ…ドーナツと対象のキッズドリンク購入で
合計価格から100円（税込）お値引き

クリスピー･クリーム･ドーナツ

お子様が大好きなハンバーグ、ナゲット、ポテトを始め、
お召し上がり後のデザート(アイスクリーム)、お飲み物もセットで付いています。

キッズプレート… 平日） 750円（税込）  ・ 土日祝）850円（税込）

ベルト
あり

サウスポート  BUTCHER REPUBLIC/
　　　　　  ベル･オーブ

キッズプレート…1,298円（税込）

ベルト
あり

サウスポート Trattoria Pizzeria 
　　　　　LOGiC Marina Grande

特製ピッツァ生地を揚げ、モルタデッラハムとチーズをサンド
した特製のパニーノとペンネ・ボロネーゼ。サラダ・ポテト・
ソーセージもついたボリュームのワンプレートディッシュです。

キッズバーガープレート…858円（税込）

ベルト
ありサウスポート  J.S.FOODIES

+110円(税込)でキッズセットドリンクも一緒にどうぞ！
おかわりOK！（オレンジジュース･アップルジュース･ミルク）
※キッズプレートご注文の方のみ注文可。

つきじ鈴富 すし富

お子様丼 (ドリンク S 付き )…660円（税込）
お子様の大好きなねぎとろとしらすの入った丼ぶりです！！

おやこうどん（お好きなうどんメニュー +200円）
…２０0円（税込）

宮武讃岐うどん

温、冷のどちらかをお選びいただけます。

江戸前煮干中華そば きみはん

お子様らーめんセット…590円（税込）
ポークの恵みが引き立つ醤油スープ！（煮干不使用）おもちゃ 1個、
ゼリー2個、ドリンク付き！ ※ネギ抜き･カイワレ大根抜きも承れます。

センターポート  ゴディバ

左）まろやかでミルキーな
優しい味わいです。
右）チョコレート感がアップ
した風味豊かでリッチな
チョコレートドリンクです。

左） ショコリキサー ホワイトチョコレート カカオ 27%
右） ショコリキサー ミルクチョコレート カカオ 31％
…各520円（税込） ※どちらもキッズサイズ※12歳以下のお子様限定 

ハンバーグ、ナポリタン、ケチャップライス、フライドポテト、ミニ
サラダ、チョコレートムース、カルピス、おもちゃが1つ付きます。

お子様セット…９９０円（税込）

サウスポート  @TOKYO GRILL HARBOUR
ベルト
あり

ジュース、ゼリー、おもちゃ付きです！
※対象メニューをご注文時に限り、おもちゃをプレゼントいたします。

お子様セット…720円（税込）

サウスポート  吉祥庵 ベルト
なし

北海道産の牛乳を使用したこだわりのミルクソフトにチョコ
ソース・チョコスライス・バナナを贅沢にトッピング！
その他にも色々な種類のサンデーをご用意してます！

キッズ チョコバナナ…430円（税込）

ノースポート 伊豆高原
ケニーズハウス

ベルト
あり

手巻きは細巻き(カッパ、納豆、かんぴょう)と変更可能です。
おこさまにぎり… 968 円（税込）

サウスポート  江戸前寿し
　　　　　  すしつね　匠

サンドイッチ･野菜･チキン･ポテトフライ･ポテトサラダ･
ゼリー･ドリンクの大満足商品です。是非ご賞味ください！

だいすきプレート…630円（税込）

センターポート  珈琲所
　　　　　 コメダ珈琲店

ベルト
あり

チョコクロ＋ソフトクリーム（チョコソース掛け）＋オレンジ
ジュース。 ※年齢制限はありません。

キッズセット…450円（税込）

ベルト
ありノースポート  サンマルクカフェ

お子様も食べやすい辛味を抜いたみそらーめんです。
嬉しいおもちゃ付き。

お子様みそらーめん…750円（税込）

サウスポート  東京スタイルみそらーめん
 　　　　　 ど・みそ

ベルト
あり＆なし

大人気のうどん！
※小学生以下のお子様限定。

お子様うどん…100 円（税込）

サウスポート  博多食彩 表邸

エビフライとひとくちひれかつ ひとくちひれかつとカニクリームコロッケ

左）お子様プレート…700円（税込） 右）お子様カレー …700円（税込）

サウスポート  とんかつ新宿 さぼてん ベルト
あり

※ジュースの種類を1つお選びいただけます。(リンゴ･オレンジ･アイスティ)

アメリカンビーフ100％をチャコールグリルし、
チーズをトッピングしたハンバーガーです！

キッズチーズバーガー…990円（税込）

ベルト
あり＆なし

ノースポート  ババ･ガンプ･
　　　　　  シュリンプ

野菜とお肉入りで、
栄養バランスが良い
メニューです。
スープ･ドリンク付き！

カルビビビンバ
(スープ･ドリンク付)
　…858円（税込）

ベルト
ありサウスポート  韓美膳

和牛入り超ふりかけご飯･スープ･特製ドリンク付き。
焼肉デビューのキッズ達へ「焼く楽しさ」をぜひ体験してください。

キッズバーベキュー…990円（税込）　　　　　　
※ランチタイム（11:00 ～ 16:00）は950円（税込）

サウスポート  正泰苑 ベルト
あり

京鼎樓名物の小籠包付きのキッズプレートをご用意しました。
りんごジュースとゼリー付き。ワンタン麺と五目炒飯、お好きな
方をお選びいただけます。

じんでぃんろうのキッズプレート…870円（税込）

ベルト
ありサウスポート  京鼎樓

ミニオムライス、ドリンク、アイスが付いているお子様に人気
のメニューです。

キッズセット…550円（税込）

ベルト
ありセンターポート サロン卵と私

オムライス、エビフライ、ポテトサラダの3点盛りです。(ドリンク付き)
Bセットはカレーライスです。よろしければ、こちらもどうぞ。

キッズプレートA…770円（税込）

ベルト
なし

サウスポート Breathe
（ブリース）
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ラーメンとポテトフライ・ドリンクが付いたお得なセットです。
しょうゆラーメンがコーンラーメンに変えられます(+100円)

いろは…500円（税込）

麺や一途 導

お好きなスープ・主食・ドリンクが選べるセットです。
※未就学児対象。

キッズセット…630円（税込）

Soup Stock Tokyo

鶏唐揚げ、たまご、りんごなどお子様が喜ぶメニューが入ったサラダごはん。 お好みで
ジュースがお選びいただけます（オレンジorりんご）。

キッズサラダごはん…750円（税込）

RF1 SALAD MEAL

食べ放題のポップオーバーとパスタ、100%ジュースとデザート付き！

お子様特別コース…1,320円（税込）

トラットリア・カルネジーオ ベルト
なし

100本のスプーン

大人の料理と同じように、季節の食材を使用
した離乳食をお店のシェフが出汁から作りま
す。忙しいママやパパが少しでも気軽に外出
を愉しめますように。

離乳食（初期･中期･後期）
…無料サービス

ベルト
あり＆なし

※画像は左から「初期」「中期」のイメージです。
テリヤキソースとタルタルで、お子様にも食べやすいハンバーガーです。

Royal Garden Cafe & TAVERNRoyal Garden Cafe & TAVERN ベルト
あり

お子様バーガープレート…1,280円（税込）

フードコート
ららぽーと豊洲 1 

キッズ
メニュー

2F

2F

3F

B1

B1

お子様ドリンクサービス付き！お野菜もたっぷり、おかずもボリューミーに、とてもお得な
キッズプレートとなっております。

キッズプレート…500円（税込）

中国火鍋専門店 小肥羊

キッズビビンパにデザートがついたセットです。
※ランチタイム限定

キッズビビンパセット…1,100 円（税込）

代官山炭火焼肉 猿楽

1F

ミニリンゴジュース・ミニオレンジジュースから一つお選びいただけます。

キッズプレート…680円（税込）

STORY TABLESTORY TABLE ベルト
なし

キッズパンケーキ…748円（税込）

ベルト
ありサウスポート  Butter

Butterのおいしいパンケーキがミニサイズで楽しめる。
チョコペンでお絵かきしてみよう！！

お子さま満足プレート…780 円（税込）
お子様もご一緒に茶そばが食べられる、デザート付きのセットです。

センターポート  京都宇治
　　　　　　  茶想もりた園

ベルト
あり

ミルク用お湯サービスあり

チャイルドチェアあり

おもちゃおまけあり

キッズドリンクピーチ…250円（税込）

ゴンチャ

お子様に“ちょうどいい”サイズのキッズドリンクです。
甘さの調整や氷なしもお選びいただけます。

1F

フレッシュネス
バーガー

キッズセット…600円（税込）
※イートインとテイクアウトは税込同一価格　
たのしく、おいしい、キッズセット！ 人気絵本「スイミー」や「フレデリック」を
はじめとするレオ・レオニの絵本とコラボした「おまけ」付き！
※おもちゃはどちらか１つお選びいただけます。

みんな大好きハンバーグと唐揚げ。ごはんは２種類から選べて、お子様ドリンク付き
です。

おぼん deおこさまランチ…770円（税込）

ベルト
あり

ベルト
あり

おぼん de ごはん

お子様に人気の４種類をご用意しました！ガチャガチャ付き♪

キッズメニュー　4 種類
（フォー、カレー、おにぎり、パンケーキ） …600円（税込）～

コムフォー

※画像は「フォー」のイメージです。

ベルト
あり

国産の米粉を使用した卵不使用のパンケーキです。
おもちゃ・ジュース付き。※おもちゃはいずれか１つお選びいただけます。

ALOHA TABLE ベルト
なし

おえかきパンケーキ…869円（税込）

低アレルゲンキッズプレート…1,200円（税込）

サウスポート  RHC CAFE ベルト
あり

RHCカフェのキッズプレートが“低アレルゲンメニュー ”として
リニューアル。甘口のカレーをメインに星型のハンバーグを
乗せたワンプレートです。

おもちゃが付いています！
※おもちゃはキッズメニューご注文につき１つとなります。

キッズプレート…803円（税込）

ベルト
ありサウスポート  餃子の福包

ベルト
なし

左）キッズオリジナルチキンセット（オリジナル1、Sポテト、Sドリンク)
右）キッズナゲットセット（ナゲット5、Sポテト、Sドリンク )
…各 540円（税込）　※イートインとテイクアウトは税込同一価格

※掲載内容は2023年4月1日（土）時点の内容になります。※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。※掲載価格は、消費税（本体価格の10%）を含んだ総額の表記となっております。 店
頭では、税抜価格で表記している場合もございます。 ※画像は全てイメージです。 ※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。※アレルギー表記については、各店舗までお問い合わせください。※掲載
店舗が予告なく移転・閉店する場合もございます。予めご了承ください。※営業時間や取り扱いメニューについては、予告なく変更・中止となる可能性がございます。※テイクアウトの場合、税率が異なる場合がございます。


