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わずか 32 秒で売り切れた伝説の企画が復活！

毎月 29 日は「肉の日」イベント開催決定！

「霜降り上タン塩 290 円で食べ放題」
～世の中雨降ってますけど牛角は霜降ってます！(笑)～
‐ 東京 五反田店・沖縄 北谷店限定 6 月 29 日（水）開催 ‐
．．
ゴタンダ

．．
チャタン

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 605 店舗 ※
2016 年 6 月 1 日時点）にて、6 月の肉の日（6 月 29 日）に霜降り上タン塩をはじめとした 29 品が 290 円で食べ放題の特
別企画を実施いたします。また、6 月 25 日（土）から 6 月 29 日（水）まで「牛角 肉の日キャンペーン」を実施し、人気商品
7 品を対象に特別価格でご提供いたします。

≪毎月 29 日は「肉の日」 霜降り上タン塩を含む 29 品が 290 円で食べ放題！≫
肉の日イベント毎月定例開催決定！
この度、牛角では今年の 20 周年を境に毎月 29 日（ニクの日）を「牛角 肉の日」と制定し、毎月 29 日にイベントを実
施することを決定いたしました。
今月 6 月の肉の日（29 日）には、前回大きな反響を呼んだ「290 円食べ放題」を実施。今回の目玉商品「霜降り上タ
ン塩」（通常価格 1 皿 980 円）を含む 29 品が対象となります。
※霜降り上タン塩とは
一頭からわずか 8 枚しかとれない、タンの中でも特に霜が入り柔らかい部分だけを厳選したゼイタクな逸品です。
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290 円食べ放題イベントとは？
今年 2 月の肉の日（2 月 29 日）に実施した「290 円食べ放題」
はインターネット予約開始からわずか 32 秒で予約完売。2012
年、2013 年、2015 年と過去 3 回の実施では、深夜から開店
前にかけて約 400 名以上の方々にお並びいただいたこともあ
る大好評企画でした。
今年も本格的な雨のシーズンに突入いたしますが、牛角で
美味しい焼肉をたくさん召し上がっていただき、お客様を元
気にしたいと考えております。
2015 年 8 月 29 日
290 円食べ放題イベント 行列の様子

■店舗限定企画 「290 円食べ放題」
概要
．．
実施店舗：牛角 五反田店 <ゴタンダ> （東京都品川区東五反田 2-2-2 松楽ビル 2F） ※先着 14 組様限定
．．
：牛角 北谷店 <チャタン> （沖縄県中頭郡北谷町伊平 238）
※先着 16 組様限定
※1 組様あたりの上限人数は席により異なります。詳しくは Yahoo!予約飲食店サイトをご確認ください。
実施日時：2016 年 6 月 29 日（水） 11:15 受付開始
詳

11：30 開始 （※90 分制 70 分ラストオーダー）

細：霜降り上タン塩を含む 29 品が 290 円で食べ放題になる企画です。

予約期間：2016 年 6 月 23 日（木） 午後 0 時（正午）開始 ※なくなり次第終了
予約方法：『ヤフー予約 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「290 円食べ放題」コースを選択し、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
イベント参加に関するお問い合わせ：レインズお客様センター tel:0120-142-029
※店舗に直接ご連絡頂く場合、時間帯に応じて対応できかねる場合がございますのでご了承ください。

≪全店共通企画 「牛角 肉の日キャンペーン」 も同時開催！≫
「290 円食べ放題」に参加できなかったお客様にもたくさんの焼肉を召し上がっていただき、梅雨の時期を元気に乗
り越えていただきたいという想いから、6 月 25 日（土）から 6 月 29 日（水）の期間に、「牛角 肉の日キャンペーン」を
実施いたします。キャンペーン期間中は、霜降り上タン塩やファミリーカルビなど、人気の商品 7 品を特別価格にて
ご提供いたします。

■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 6 月 25 日（土）から 6 月 29 日（水）
詳

細：期間中、霜降り上タン塩を含む 7 品を特別価格にてご提供いたします。 ※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 6 月 20 日（木） 17:00 開始
予約方法：『ヤフー予約 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
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対象商品
・霜降り上タン塩

（通常価格 980 円 → 特別価格 590 円）

・とんタン塩

（通常価格 390 円 → 特別価格 290 円）

・ピートロ

（通常価格 490 円 → 特別価格 290 円）

・アサヒスーパードライ

（通常価格 500 円 → 特別価格 390 円）

・ファミリーカルビ

（通常価格 390 円 → 特別価格 290 円）

・タンカルビ

（通常価格 490 円 → 特別価格 290 円）

・中落ちカルビ

（通常価格 490 円 → 特別価格 390 円）

ピートロ 特別価格 290 円

とんタン塩 特別価格 290 円

※注意事項
・お電話でのご予約は対象外となります。
・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。
・霜降り上タン塩は数量限定商品のため売り切れの場合がございます。
・牛角ビュッフェではご利用いただけません。
・3,000 円以上（税抜）の場合にご利用いただけます。
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