平 成 最 後 の 冬 に 贈る 、
赤 れ んが テラスの
美 味 なるひととき

赤れんが テラス店舗にて期間中3,000円（税込）お買上げ毎に1枚もらえる！
抽選で赤れんが テラスお買物・お食事券などが当たります!

店舗賞
・・・3 名様

■〈モンベル〉オススメ防災グッズ

・・・1 組様

■〈レストランMINAMI〉ランチペアお食事券
テラスでパーティー

年末年始、会社やご自宅のパーティーに大活躍！

おもちかえりオードブル特集！

・・・3 名様

■〈YAKINIKU BAR TAMURA〉お食事10％割引券

・・・10 名様

■〈牛たん炭焼利久〉牛たんせんべい

・・・10 名様

■〈牛たん炭焼利久〉牛たん入りカルパス

・・・10 名様

■〈Futura〉店内商品1点限り20％割引券

・・・3 組様

■〈鶴雅ビュッフェダイニング札幌〉ランチペアお食事券
赤れんが テラス店舗にて期間中3,000円（税込）以上お買上げ毎に1枚もらえる！

（金）
【スクラッチ配布期間】2018 年 11月16 日
（金）〜 11月30日

1 名様

3,000 円相当
5 名様

5,000 円相当
3 名様

1,000 円相当
10 名様

・・・10 名様

■〈CAFE YOSHIMI〉YOSHIMIチョコレート フルーツバー チョコピリカ

・・・5 名様

■〈スコットグリル〉オムレツカレー引換券

・・・5 名様

■〈BISTROJAPONAISけやき〉おみやげラーメン

赤れんが テラスお買物・お食事券

10,000 円相当

詳しくは中面をチェック！

■〈ボヌール by SAPPORO CLASSIC BAR〉対象ドリンク1杯サービス
見本
見本

詳しくは裏面をチェック！

500 円相当
150 名様

■〈北海道スープスタンド〉対象ドリンク1杯サービス

※お食事ご注文の方に限る

※お食事ご注文の方に限る

特 別 賞 赤 れんが テラス店 舗でご 利 用 いただ ける 100 円 割 引 券

・・・20 名様
・・・20 名様

※スクラッチカードの注意書きを
ご確認の上ご利用ください。

YOSHIMIコース
（7品）

お料理＋飲み放題 120分 (L .O.30分前)

3,500円

〈その他のコース料金〉4, 50 0円
2名様〜

120分飲み放題のところ

会員特典 150分飲み放題に（L .O.30分前）

CAFE YOSHIMI

[レストラン・カフェ] ℡ 011-205-0285 / B1

椿サロン宴会コース
（7品）

お料理＋飲み放題

120分 (L .O.30分前)

4,000円

飲み放題のみ

120分 (L.O.15 分前)

3,000円

〈その他のコース料金〉お気軽にご相談ください。
2名様〜

椿サロン tsubaki salon
[カフェ・バー] ℡ 011-222-2000 / 1F

2 名様より OK ！ご家族や、友 人 、カップルなど、さまざまなご利 用シーンでお愉しみいただけます。

生ビール込 み。フライパンメニューやほっとけーきサンドも楽しめるコースです。

パーティープラン

6,000円宴会プラン

お料理＋飲み放題 120分 (L .O. 20分前)

お料理＋飲み放題 120分 (L .O.15分前)

〈その他のコース料金〉お気軽にご相談ください。

〈その他のコース料金〉7,0 0 0円／8,0 0 0円

(80品バイキング)

（5品）

5,400円

5名様〜

6,000円

120分飲み放題のところ

会員特典 150分飲み放題に（L .O. 20分前）

4名様〜

Péché Grand

個室○

※12/23（日）〜 25（火）,
12/31（月）〜1/5（日）まで対象外

鶴雅ビュッフェダイニング札幌

[洋菓子・カフェレストランバー]℡ 011-206-0690 / 1F

[レストラン] ℡ 011-200-0166 / 2F

5 名 様より OK ！本格フレンチを楽しめる道 産 牛 肉ステーキ付き 2h 飲 み放 題プラン ! !

1 2 0 分飲み放題付 8 0 品バイキング

期間限定パーティープラン

ドォーロコース

プティサレコース

（6品）

（5品）

お料理＋飲み放題 120分 (L .O.30分前)

お料理＋飲み放題 120分 (L .O. 20分前)

〈その他のコース料金〉4, 320円／6,480円

〈その他のコース料金〉お気軽にご相談ください。

5,400円

2名様〜

個室○

Pʼtit salé

[トレトゥール レストラン] ℡ 011-206-0281 / 1F

北 海 道産食材にこだわった本 格フレンチ。 大 皿 料 理をシェアするプティサレ人 気のおすすめコース。

5,500円

2名様〜

エノテカ ドォーロ

[イタリア料理・イタリアワイン専門店] ℡ 011-596-8222 / 3F

旬の北海道食材で楽しむイタリア料理でワインパーティー！

平 成 最 後 の 冬 に 贈る、 赤 れ ん が テラスの 美 味 なるひととき

忘年会＆ 新年会
三井ショッピングパークカード会員・三井ショッピングパークアプリ限定特典
〈ご利用方法〉ご予約時に店舗スタッフへ
特典利用の旨をお伝えいただき、ファーストオーダー時にカード、
もしくはアプリ画面をスタッフまでご提示ください。

☆インスタ映え☆
ステーキ！バーガー！

パティシエの締めパフェ付！
コース（8品）
お料理＋飲み放題 120分

4,500円

〈その他のコース料金〉お気軽にご相談ください。
2名様〜

ブルックリンパーラー札幌
[カフェ・バー] ℡ 011-209-3737 / 2F

ブルックリンパーラーならではのパーティープラン！

ゴールデンチーズが
メインのコース

牛たんづくし宴会プラン
（9品）

お料理コース 3,240円

お料理コース 4,860円

2名様〜

4,860円
1,620円

お料理＋飲み放題 120分 (L .O.30分前)

6,480円
飲み放題のみ 120分 (L .O.30分前) 1,620円
お料理＋飲み放題 120分 (L .O.30分前)

飲み放題のみ

120分 (L .O.30分前)

120分飲み放題のところ

会員特典 150分飲み放題に（L .O.30分前）

ランチ○

3名様〜

牛たん炭焼 利久

個室○

Bonheur ボヌールby SAPPORO CLASSIC BAR

[牛タン] ℡ 011-252-0001 / 3F

[熟成チーズレストラン] ℡ 011-213-0002 / 3F

5 種 類のオリジナルチーズフォンデュから 2 種類お選びいただけます。

牛たん専 門 店のこだわりの牛たん料 理 。 色々な牛たん料理をお楽しみください。

忘新年会限定

焼肉・ステーキALLSTARプラン
（13品）

お料理コース 4,800円

6,000円
飲み放題のみ 120分 (L .O.30分前) 1,200円
お料理＋飲み放題 120分 (L .O.30分前)
120分飲み放題のところ

会員特典 150分飲み放題に（L .O.30分前）
3名様〜

個室○

２日前までに要予約

YAKINIKU BAR TAMURA
[焼肉・南欧料理・ワイン] ℡ 011-215-1129 / 3F

こだわりの A-5 和牛焼 肉 、ステーキを存 分にご堪 能いただく、 当 店イチオシの特 別プラン！

布袋 忘・新年会プラン
（7〜8品）

お料理＋飲み放題 90分 (L .O.15分前)

4,500円

〈その他のコース料金〉お気軽にご相談ください。
4名様〜

90分飲み放題のところ

会員特典 120分飲み放題に（L .O.15分前）

中国料理 布袋

[大衆中国料理] ℡ 011-206-4101 / 3F

布袋ザンギとエビス樽生、更に麻婆麺付きのお得な宴会コース

※アレルギー表記等につきましては各店舗でご確認をお願いいたします。※掲載価格は消費税（本体価格の8%）を含んだ総額表示となっております。店頭では税抜価格で標記している場合もございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。※掲載商品は無くなり次第終了となります。※入荷状況により、一部内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。※掲掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。※画像はイメージです。

赤れんが テラス

赤れんが テラスの様々な飲食店から
オードブル販売のできるお店をご紹介♪
職場でのランチミーティングや、
ご予約
ご宴会・ご会合用に
承り中 !
是非ご利用ください！

年末オードブル（3〜4名様用）

お申し込みはウェブもしくは入会カウンターへ

13,500円

お渡し日

予約
▶
事項

〈三井ショッピングパークカード《セゾン》入会カウンター:12/5（水）〜12/24（月・祝）各日11:15〜19:00 1Fアトリウム〉
クレジット機能なしポイントカードは各店舗にてお配りしております

12/29（土）〜12/31（月）
店頭、電話予約可（℡ 011-206-0281）
ご予約は受け取り日の 2 日前まで
店頭にて受け渡し

Pʼtit salé

[トレトゥール レストラン] ℡ 011-206-0281 / 1F

※数量限定の為、早めにご予約をお願いいたします。
数に達した時点で予約受付を終了させていただきます。

オードブル（3名様用）
4,500円~

内容についてはご相談ください。
ご要望に合わせてお作りいたします。

予約
▶
事項

店頭、電話予約可（℡ 011-596-8222）
ご予約は受け取り日の 2 日前まで
店頭にて受け渡し・その他ご相談ください

エノテカ ドォーロ

[イタリア料理・ワイン専門店] ℡ 011-596-8222 / 3F

布袋式オードブル（2〜3名様用）
3,500円

お渡し時間 11: 00 または 17 : 00

予約
▶
事項

店頭、電話予約可（℡ 011-206-0401）
ご予約は受け取り日の 2 日前まで
店頭にて受け渡し・その他ご相談ください

中国料理 布袋

[大衆中国料理] ℡ 011-206-4101 / 3F

詳細は各店舗にてご確認ください
※上記は、2018 年11 月現在の内容です。※内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください ※営業時間は各店異なります。ご確認のうえ、ご利用ください。
※画像はイメージです。※表記価格は全て税込となります。※予約数に達し次第受付終了となる場合がございます。各店舗までご確認ください。

