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『牛角』新メニュー、新たに 黒毛和牛 と ギガ シリーズ第 2 弾、全長約 50cm ギガホルモン が
登場！
『牛角』ハイボールが 1 杯 100 円となるチケットを配布。通常 1 杯 410 円がチケット提示で 1 杯
100 円に。ホルモンと楽しむ トリホル （トリスハイボール＆ホルモン）を提案します！
『しゃぶしゃぶ温野菜』10 月スタートの新メニューで 黒毛和牛 が 1 人前税込 504 円とリーズ
ナブルな価格で提供を開始。希少部位 黒毛和牛 ざぶとん も 1 人前 1029 円で。
『かまどか』人気の 女子会コース の広告モデルを一般募集開始。10 月 28 日（木）〜11 月 30
日（火）の期間内で、ご来店いただいた女性グループが対象。 目指せ、グランプリ！あなたのか
まどか女子会大募集
『ぶっちぎり酒場』新店情報。11 月８日（月）上大岡店、11 月 11 日（木）池袋東口店がオープン
します。

『牛角』新メニュー、新たに 黒毛和牛 と ギガ シリーズ第 2 弾、全長約 50cm ギガホルモン が登場！
10 月 27 日（水）より、全国の牛角にて、るグラン
ドメニューを一新しました。今回の目玉商品は、
黒毛和牛 、 ギガホルモン です。 黒毛和牛
は、世界でもトップクラスの品種。肉質は、キメが
細かいため、肉の内部にサシ（脂）が行き渡り、
焼いて食べると和牛特有の脂の甘みが口の中
いっぱいに広がります。 黒毛和牛 の商品は、
「黒毛和牛 特上カルビ」（税込 725 円）、「黒毛
和牛 特撰カルビ」（税込 932 円）。創業者であり、
現在の当社の代表取締役である西山が、焼肉
店を立ち上げるときに、和牛を手ごろな価格で提
供したい、という夢に一歩近づく商品を今回のメ
ニュー改訂で導入いたしました。
ギガホルモン （税込 1029 円）は、 ギガシリーズ 第 2 弾となる商品です。第 1 弾の ギガカルビ では、見た
目のインパクトや七輪で焼くときの楽しさ、エンターテイメント性に大変ご好評をいただいたため、今回、驚きの
全長約 50cm の ギガホルモン を導入いたしました。ギガホルモンは、すべて手作業でカットするため、一日
2800 食しか作ることができない商品。この手作業でのカットのほか、目視で質を確認し、品質を一定に揃えた
うえで、店舗へ出荷しています。販売目標は、 ギガカルビ 同様、1 ヶ月で約 10 万皿の出数を目指していま
す。
『牛角』ハイボールが 1 杯 100 円となるチケットを配布。通常 1 杯 410 円がチケット提示で 1 杯 100 円に。
ホルモンと楽しむ トリホル （トリスハイボール＆ホルモン）提案します！
『牛角』では、10 月 27 日（水）スタートの新メニューとして、「黒毛和牛」、「ギガホ
ルモン」の他、テレビ CM 等で話題の「トリスハイボール」も新登場。「トリスハイボ
ール」の他、オリジナルの「スパイスジンジャー」、「元気イッパツ！クエン酸」、
「ブラッドオレンジ」、「柚子」、「巨峰」、「白桃」、「梅」の計 8 種類をご用意いたし
ました。こちらの 8 種のハイボールは通常、1 杯税込 410 円で販売していますが、
来店促進を狙いとして、10 月 27 日（水）よりハイボール 8 種が、1 杯 100 円とな
るチケットを配布いたします。チケットは、無くなり次第、配布を終了させていただ
き、有効期限は、本年 12 月最終営業日（店舗によって異なります）とさせていた
だきます。
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↓こちらのチケットをお持ちの方と同伴者の方だけの特別価格となります。（※他の割引サービスとの併用
ができないなど、使用条件があります。）
キレのよい味わいで、焼肉との相性のよい「ハイ
ボール」。『牛角』では、このたびのメニュー変更
で拡充した、『ギガホルモン』を始めとした人気の
ホルモンとの組み合わせ、 トリホル を推奨して
います。
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『しゃぶしゃぶ温野菜』10 月スタートの新メニューで 黒毛和牛 が 1 人前税込 504 円とリーズナブルな価格で
提供を開始。希少部位 黒毛和牛 ざぶとん も 1 人前 1029 円で。
10 月 27 日（水）より、全国の『しゃぶしゃぶ温野菜』にて、
グランドメニューの改定を行いました。今回の新メニューで
のおすすめは、 黒毛和牛 。 肉 に強みをもつ、レインズ
グループならではのスケールメリットを活かし、 黒毛和
牛 をリーズナブルに提供いたします。『温野菜』の 黒毛
和牛 メニューは、「黒毛和牛赤身ロース」（税込 504 円）、
「黒毛和牛しゃぶしゃぶ」（税込 609 円）、「黒毛和牛上ロー
ス くらした 」（税込 819 円）、「黒毛和牛ざぶとん（写真）」
（1029 円）の 4 種類。『温野菜』の 黒毛和牛 は、肉質等級
３−４（※）といった質の高いお肉をご提供しています。ま
た、しゃぶしゃぶのお肉は、 黒毛和牛 に限らず、すべてお店で一枚一枚スライスしています。正直、手間は
かかりますが、さらに美味しくお召し上がりいただくために新鮮な状態でご提供させていただいています。
（※）肉質等級…（社）日本食肉格付協会によって肉質を「脂肪交雑（サシの入り方、霜降りの度合い）」、「肉
の色沢（お肉の色と光沢）」、「肉のしまりときめ」、「脂肪の色沢と質」の 4 項目で総合的に 5 段階評価されます。
「5」が一番高い評価となります。
『かまどか』人気の 女子会コース の広告モデルを一般募集開始。10 月 28 日（木）〜11 月 30 日（火）の期間
内で、ご来店いただいた女性グループが対象。 目指せ、グランプリ！あなたのかまどか女子会大募集
「しゃべり放題、飲み放題」をテーマに、女性をターゲットとした「女子会」コースが人気の『かまどか』では、10
月 28 日（木）に、 女子会コース の広告モデル募集を発表させていただきました。募集タイトルは、 目指せ、
グランプリ！あなたのかまどか女子会大募集 。応募概要は、下記の
通りとなります。
【募集内容】 ガールズ特コースのモデルを募集。グランプリグループ
には、ホットペッパー本誌 2 月号での
女子会広告のモデルをお願い致します。応募期間中にかまどか各店
舗で撮った写メール
またはデジカメの画像をお送りいただきます。
【応募資格】 応募期間中にガールズ特コースでご来店されたお客様
限定です。
20 歳以上 3 名様以上の女性グループ。
本企画は、年末商戦における宴会獲得施策のひとつと考えており、好
調な「女子会」をさらに盛り上げ、集客に結びつけることを狙いとしてい
ます。一方、お客様には、プロによるスタイリングとメイクアップ、カメラ
マンによる撮影にて、広告のモデルとなる非日常の体験ができること
が、ご友人との楽しい思い出のひとつとなっていただくことを期待して
おります。
『ぶっちぎり酒場』新店情報。11 月８日（月）上大岡店、11 月 11 日（木）池袋東口店がオープンします。
現在、10 店舗目まで、オープンが確定いたしましたので、ご報告させていただきます。11 月の新店は、11 月 1
日（月）赤羽店、11 月 8 日（月）上大岡店、11 月 11 日（木）池袋東口店となります。新店詳細：ぶっちぎり酒場
公式サイト（http://www.bucchigiri.com/）でご案内しております。
以 上
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