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完食できたら 1 万円！（※1）

牛角 肉の日（7 月 29 日）限定イベント
伝説の 2,9 キロ大食いチャレンジ企画復活！
- 天王洲アイル店（東京）
・南塚口店（兵庫）限定開催株式会社レインズインターナショナル（本社：横浜市西区・代表取締役社長 根本寿一）では「牛角」（全国 606
店舗 ※2016 年 7 月 1 日時点）にて、7 月 29 日（金）の肉の日に、今月から販売を開始した新商品「カルビ専用
ごはん専用カルビ」2,9kg にチャレンジするイベントを実施いたします。また、7 月 25 日（月）からは、全国の
牛角にて人気商品 5 品を半額で提供する「牛角 肉の日キャンペーン」を同時開催します。
（※1…完食時の商品として全国の牛角で使える商品券 1 万円分を進呈いたします。）

※カルビ専用ごはん
左…通常サイズ

※前回実施時の様子

右…2.9kg サイズ

■毎月 29 日は「肉の日」！

7 月は「伝説の 2,9 キロ大食いチャレンジ企画」開催

牛角では、20 周年を迎えた本年、毎月 29 日を「肉の日」と定め、ヤフー株式会社が運営するインターネット飲
食店予約サービス『Yahoo!予約 飲食店』と協力し、毎月イベントを開催いたします。6 月は 290 円食べ放題企画
を実施し、東京会場の予約はわずか 18 秒で完売するなど、大変好評をいただいております。
7 月のイベントでは、牛角がカルビとの相性を追求した「カルビ専用ごはん」2,9kg と、
「カルビ専用ごはん」を
もっと美味しく食べていただくために開発した新商品「カルビ専用ごはん専用カルビ」2,9kg（計 5.8kg）の大食
いチャレンジ企画を実施いたします。
カルビの美味しさや、カルビの新しい食べ方をもっとたくさんの人に知っていただきたいという想いから、イベ
ントの実施は、カルビ消費の最も多い店舗（※2）
「天王洲アイル店」と、最も少ない店舗「南塚口店」の 2 店舗
で実施します。
（※2…牛角調べ。食べ放題を含む各店舗の注文数とお客様数から 1 人あたりの消費量を基に算出。
対象商品はカルビ全商品。1 部店舗を除く。
）
===================================== 【 一般のお客様のお問い合わせ 】 ====================================

株式会社レインズインターナショナル お客様センター E-mail：voice@reins.co.jp
TEL：0120-142-029 （オペレーター受付時間・・・月～金 10：00～18：00／土 10：00～15：00／日祝休）
=================================== 【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】 ===================================
株式会社レインズインターナショナル（http://www.reins.co.jp/） 横浜市西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークタワー12F
広報企画課 担当 中澤・細谷 E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200 FAX：045-224-7201

■限定企画

「伝説の 2,9 キロ大食いチャレンジ企画」

概要

概

要：Yahoo!予約 飲食店から「伝説の 2,9 キロ大食いチャレンジ」にお申込みいただいたお客様限定の企
画。4 名様までのグループで、制限時間内（90 分間）に「カルビ専用ごはん専用カルビ」2,9kg と「カ
ルビ専用ごはん」2,9kg の合計 5,8kg に挑戦し、完食達成で 1 万円分の牛角お食事券をプレゼントし
ます。
実施店舗：牛角 天王洲アイル店（東京都品川区東品川 2-2-20 天王洲郵船ビル 1F）※12 組様限定
：牛角 南塚口店（兵庫県尼崎市南塚口町 2-15-8 ノアムールセイキ 1F） ※8 組様限定
※1 組様あたりの上限人数は 4 名様までです。
実施日時：2016 年 7 月 29 日（金） 11:15 受付開始
11:30～13:00 チャレンジタイム（90 分間）
予約期間：2016 年 7 月 26 日（火） 10:00 予約開始 ※なくなり次第終了
予約方法：
『Yahoo!予約 飲食店』サイトからのネット予約限定でのご案内とさせて頂きます。下記 URL よりアク
セスしていただき、対象店舗から「伝説の 2,9 キロ大食いチャレンジ」を選択し、ご予約確定をお願
いいたします。
参 加 料：税抜き 290 円 （お飲み物代別）
賞
品：90 分以内に完食できたら全国の牛角で使える 1 万円分のお食事券をプレゼント
予約 URL：http://reservation.yahoo.co.jp/event/niku/gyukaku
お問い合わせ：レインズお客様センター TEL:0120-142-029（※お電話でのご予約は出来かねます。
）
※その他注意事項
・Yahoo!予約 飲食店

限定のイベントです。お電話等のご予約や、ご予約なしでの参加は出来かねます。

・お席のご指定は出来かねます。
・その他クーポン券との併用はできません。
・当日はメディア取材が入る可能性がございます。メディア露出可能な方のみご参加いただけます。
（牛角公式 Twitter、ブログ等を含む）

■全店共通企画

「牛角

肉の日キャンペーン」 概要

実施期間：2016 年 7 月 25 日（月）から 7 月 29 日（金）
詳
細：期間中、牛角で人気の商品 5 品を半額でご提供いたします。 ※対象商品は下記参照
実施店舗：全国の牛角全店 （※牛角ビュッフェは除く）
予約期間：2016 年 7 月 20 日（水） 16:00 開始
予約方法：
『Yahoo!予約 飲食店』サイトからのネット予約限定でのご案内
とさせていただきます。下記 URL よりアクセスしていただき、
ご予約確定をお願いいたします。
予約 URL：http://reservation.yahoo.co.jp/event/niku/gyukaku
キャンペーン対象商品
・牛角カルビ
・牛タン塩
・豚のえんがわ焦がし味噌焼き
・ピートロ
・チキンバジル

通常価格

（550 円
（790 円
（590 円
（490 円
（490 円

特別価格

→
→
→
→
→

275 円）
395 円）
295 円）
245 円）
245 円）

牛角カルビ 特別価格 275 円

※「牛角 肉の日キャンペーン」に関する注意事項
・Yahoo!予約 飲食店 限定のクーポンです。
お電話等のご予約や、ご予約なしでの参加は出来かねます。
・お席のご指定は出来かねます。
・価格は全て税抜表示です。
・その他クーポン券との併用はできません。
・牛角ビュッフェ各店舗ではご利用いただけません。
・5,000 円以上（税抜）の場合にご利用いただけます。

ピートロ 特別価格 245 円
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