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定員定員

19：00～21：00（開場18:30）

赤れんが テラス 2階
cafe&bar Manhattan

折茂武彦 社長 桜井良太 選手 松下裕汰 選手
©LEVANGA HOKKAIDO

赤れんが テラスコラボ企画！！

ここでしか聞けないトークも満載！お楽しみ企画盛りだくさん！ここでしか聞けないトークも満載！お楽しみ企画盛りだくさん！

●参加費／5,000円（税込）
2ｈ飲み放題（L.O30分前）、

料理6品、
焼き菓子のお土産付き

イベントは適切な感染防止対策を
講じた上で、開催いたします。

レバンガ北海道ファンミーティングレバンガ北海道ファンミーティング

レバンガ抽選会レバンガ抽選会レバンガ抽選会レバンガ抽選会
対象期間（7/11～7/31）の館内各店舗 ご利用レ
シート1,000円（税込・合算可）ごと に1回抽選に
参加、抽選でガチャが出来る権利をプレゼント！！
さらに三井ショッピングパークカードまたは三井
ショッピングパークアプリ画面をご提示で抽選回
数プラス1回！

※一部レシート対象外店舗がございます。（対象外店舗：JPローソン、ABCクッキングスタジオ、bridal house BiBi）
※イラストはイメージです。

場所
赤れんが テラス 1F アトリウム
セゾン特設カウンター

賞品
レバンガ × 赤れんが テラス オリジナルキーホルダー
赤れんが テラス ポケットティッシュ

日時 11：30～18：307/28 木
7/31日

みたらし団子サンデー

CAFE YOSHIMI

570円（税込）

TEL  011-205-0285

レストランカフェ

みたらし団子と北海道牛乳ソフトの相性抜群！トッピ
ングの抹茶風味のティラミスムースと北海道あずきも
絶品！

B1

北海道ほっとけーき
プレーン

椿サロン tsubaki salon

1,750円（税込）

TEL  011-222-2000

カフェ・バー

北海道産食材にこだわり、完全無添加で仕上げた
ほっとけーきです。

1F

蝦夷鹿肉のロティ

P’tit salé

2,750円（税込）

TEL  011-206-0281

トレトゥール レストラン

北海道ならではのジビエをご堪能ください。

1F

自社牧場
白老牛のタリアータ

cafe & bar Manhattan

1,480円（税込）

TEL  011-209-3737

カフェ・バー

白老牛の薄切りステーキ。肉のうま味をしっかり感じ
られるよう、味付けはシンプルに。

2F

抹茶ミルクティー ＋
ナタデココ

ゴンチャ

620円（税込）

TEL  011-522-9881

ティーカフェ

お茶の蒸しと火入れにこだわり、香りと味わい、コクを最
大限に引き出しました。

1F

肉ポキ丼

YAKINIKU BAR TAMURA

1,380円（税込）

TEL  011-215-1129

焼肉・南欧料理・ワイン

北海道和牛を低温調理し、トマトやアボカドの野菜と合
わせ、ヘルシーな味わいに仕上げました。

3F

牛たん極焼定食

牛たん炭焼 利久

3,333円（税込）

TEL  011-252-0001

牛タン

極厚の牛たん定食で食べ応えバッチリです。

3F

とり天丼定食

HIKARI

860円（税込）

TEL  011-213-0650

蕎麦

やわらかな鶏肉を使った、とり天丼と蕎麦がセットの定
食！！蕎麦は「ざる（冷）」と「かけ（温）」からお選びいただ
けます！

3F

牛カルビビビンパ

東京純豆腐
TEL  011-596-9770

スンドゥブ専門店

特製ダレで味付けをしたカルビとビビンパのコラボは
格別です！

セット
1,200円（税込）

単品
1,050円（税込）

無料で肉増量〈デカ盛り〉できます！

3F

美瑛和牛タリアータ

エノテカ ドォーロ

3,080円（税込）

TEL  011-596-8222

イタリア料理・イタリアワイン専門店

大雪山から豊富に湧き出る湧き水と、酒粕の生酵母を配
合したこだわりの飼料で育てられた美瑛和牛は肉の旨味
をしっかり感じられる、これまでに無いブランド和牛です。

3F

Agneau Tomate Basilic
仔羊 トマト バジル

レストランMINAMI

15,730円（税込）

TEL  011-252-3471

フランス料理店

15,730円（税込）のコースのメインディッシュ（他のコー
スのメインディッシュと差し替えてのご用意も可能。料金
につきましては直接店舗までお問い合わせください。）

コース

メインディッシュ

4F

北海道産
牛フィレカツ御膳

個室和食ダイニング【CUGURIDO】

1,600円（税込）

TEL  011-212-1812

個室和食ダイニング／炙り・海鮮・旬野菜

北海道産の牛フィレ肉を使用したレアなフィレカツ
です。ランチタイムにて数量限定にて御提供しており
ます。

3F

鉄板焼牛ステーキ

鶴雅ビュッフェダイニング札幌

ランチ
2,700円（税込）

ディナー
4,800円（税込）

TEL  011-200-0166

レストラン

やわらかくジューシーな味わい。（牛脂注入加工肉使用）

2F

ご提供時間 ランチタイム ディナータイム

赤れんが テラスは、
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた

取り組みを行っております。

レバンガ北海道 × 赤れんが テラス コラボ企画!!

弊施設ではお客様に
安心してお買い物・お食事していただけますよう、
施設内の衛生管理には十分配慮しております。

掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
営業に関する詳細については、各店舗へお問い合わせください。

営業に関する最新の情報は、こちらからもご覧いただけます。

布袋式ザンギ５ヶ

中国料理 布袋

650円（税込）
テイクアウト
680円（税込）

TEL  011-206-4101

大衆中国料理

布袋と言えばズバリこれ！塩でそのままでも良し！秘伝
のタレにつけてもさらに良し！

3F

ももパフェ

PariRu

720円（税込）

TEL  011-590-8000

カフェスタンド

黄桃と桃ジュレを当店一押しのソフトクリームに飾り付
けたパフェ。とても美味しく仕上がります。

2F

スパイシージンギスカン丼

タイガーカレー

880円（税込）

TEL  011-596-6839

カレー専門店

あづまジンギスカンとのコラボ商品！ご飯がすすむ逸
品です。

3F

ナナー ダニエル弾選手ネーミング
オーバー500g！Wカツ丼

くろまつ

1,200円（税込）

TEL  011-211-1086

黒豚とんかつ

くろまつ特製カツ丼を特盛に！！カツ120gを２枚とごは
ん300gのデカ盛りです。

3F

ステーキフリット

AUX BACCHANALES

2,900円（税込）

TEL  011-206-1034

カフェ＆ブラッスリー

200gサーロイン肉を丁寧に焼き上げ、赤ワインと醤油
等で仕上げたボルドレースソースがお肉の旨味を引き
立てる。

1F

佐古ヘッドコーチ
お墨付き！

寺園選手
お墨付き！

折茂社長
お墨付き！

ナナー選手
お墨付き！

橋本選手
お墨付き！

中野選手
お墨付き！

桜井選手
お墨付き！

松下選手
お墨付き！

全8種
あるよ!
全8種
あるよ!

お一人様
上限10回
まで

お一人様
上限10回
まで

レシートを集めて
ガチャをまわそう！


