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WDI JAPAN ではオリジナリティ溢れるパーティープランをご用意しております。
忘年会、新年会に向け、ご予約はお早めにどうぞ！
各プランは下記よりご覧ください。
 http://www.wdi.co.jp/news/2014winter.pdf

ご宴会には、是非 弊社店舗をご利用くださいますようお願い申し上げます。

ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー
http://wolfgangssteakhouse.jp
ニューヨーク、ワイキキ、マイアミ、ビバリーヒルズで絶大な人気の極上ステーキハウス

New Open

ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー 丸の内店

Wolfgang's Steakhouse Marunouchi Grand Opening
2014.12.8(Mon.)

『ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー』は、12 月 8 日（月）17 時、東京・丸の内に
ある重要文化財に指定されている明治生命館 B1 に日本第 2 号店をオープンします。

ウルフギャング・ステーキハウスは2004年ニューヨークに創業し、アメリカのセレブやハリウッドスターに愛され、
多くの美食家をうならせる “極上ステーキハウス” として大人気となり、現在はニューヨーク 4 店舗をはじめ、
ニュージャージー店、ワイキキ店、マイアミ店、ビバリーヒルズ店、六本木店を展開。このたびオープンする
丸の内店は第 10 号店となります。

“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
ウルフギャング・ステーキハウスでは、アメリカ農務省（USDA）の格付けで最上級品質と認定された「プライム
グレード」の牛肉のみを仕入れ、それを専用の熟成庫で長期間ゆっくりとドライエイジングします。この長期
乾燥熟成により、柔らかさと旨味が増した肉を厚切りにして、900° C のオーブンで焼き上げます。熱々の皿に
乗せてサーブされるステーキの迫力は圧巻。その焼きあがりは、表面はカリっと香ばしく、中からはジュワッと
肉汁がしたたります。ステーキは、サーロインとフィレを一度に楽しめるプライムステーキ（2・3・4 名様用）
のほか、サーロイン、フィレ、リブアイをご用意。ロブスター、オイスター等のシーフードもお楽しみいただけます。 

代表メニュー
ステーキ for two (2 名様用 )　　￥15,000
ニューヨークサーロインステーキ　￥7,500
リブアイステーキ　　　　　　　　￥8,900
プライムフィレミニオン　　　　　￥7,500
シーフードプラッター　　　　　　￥4,800
ウルフギャングクラブケーキ　　　￥2,600
クラシックシーザーサラダ　　　　￥1,600
ウルフギャングサラダ　　　　　　￥1,800
シズリングベーコン 　　　　　　　  ￥700
ジャーマンポテト　　　　　　　　￥1,500
アップルストゥルーデル　　　　　￥1,200
キーライムパイ　　　　　　　　　￥1,200

ウルフギャング・ステーキハウス　丸の内店　TEL.03-5224-6151
東京都 千代田区 丸の内 2-1-1 丸の内 MYPLAZA 明治生命館 B1F
11：30 ～ 23:30（22：30 L.O.）　※12 月 8 日 ( 月 ) ～ 12 日 ( 金 ) は 17 時開店

店舗規模は席数 170 席で、ダイニ
ングのほか、プライベートパーティー
や接待に最適な、専用入口を設けた
個室も 4 部屋ございます。

丸の内店 個室イメージ

丸の内店 ダイニングイメージ

ウルフギャング・ステーキハウス　六本木店　TEL.03-5572-6341
東京都 港区 六本木 5-16-50 六本木デュープレックス M's 1F

Facebook 公式ページ　

https://www.facebook.com/wolfgangssteakhouse.jp

サラベス
「ニューヨークの朝食の女王」と称され、多くのセレブリティに愛されるNYの人気レストラン。

『Waffle Wednesday』第 1 弾！ 水曜限定、12 月中は、たった 4 日間（12 ／ 3、10、17、24 ）しか食べら
れない とてもレアな限定ワッフルをサラベス国内3店舗で販売します。

『ワッフル・ウェンズデー』
　ベリーグリーン ホリデーワッフル（1,450 円・税込）

サラベス

Waffle Wednesday vol.1
～ 2014.12.24 (Wed.)

News

http://sarabethsrestaurants.jp

アメリカでは、1週間を元気に乗り越えよう
と、週の半ばの水曜日に「○○ウェンズデー」
と名前を付けては皆で集まって楽しむ習慣
があります。そこで「サラベス」では、美味
しいワッフルで皆さんに元気をつけていた
だこうと『ワッフル・ウェンズデー』メニュー
をご用意しました。

サラベス ルミネ新宿店　TEL.03-5357-7535
〒160-0022 新宿区新宿 3-38-2　ルミネ新宿店　ルミネ 2　2 階

サラベス 代官山店　TEL.03-5428-6358
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-35-17 T-SITE Station 2 階

サラベス品川店　TEL.03-6717-0931
東京都港区港南 2-18-1 アトレ品川 4F

Facebook 公式ページ　

ルミネ新宿店　https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants
代官山店　https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants.daikanyama
品川店　https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants.shinagawa

Instagram 公式ページ　http://instagram.com/sarabethsjapan

SAR
ABE

TH’S

WAFFLE
WEDNESDAY

Daikanyama

Shinagawa

バターミルクを使用した生地にピスタチオを混ぜて焼いた、
ほんのりグリーンなワッフルに、ストロベリー、ラズベリー、
ブルーベリーをのせて、ホイップクリームと温かいミックス
ベリーシロップを添えました。
グリーンのワッフル生地とベリーの赤でクリスマスツリーを
イメージして仕上げました。
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ワッフル・ウェンズデーとは？

LUMINE
Shinjuku

WDI JAPAN 各店ではクリスマスにぴったりな料理をご用意して、みなさまをお待ちしております。

カプリチョーザ　『クリスマスペアセット』
　2014 年 12 月 20 日（土）～ 25 日（木）　カプリチョーザ国内全店で販売
　2 名様　3,980 円（税別）
　セット内容：サラダ 1皿／スパゲティ 1皿／桜姫鶏のグリル 1皿／苺のズコット 1皿／コーヒー 2 杯
　※一部店舗ではお取り扱いしておりません　※一部店舗では販売期間・価格が異なります。

プリミ・バチ　『クリスマスコース　～ NATALE 2014 ～』
　本格イタリアン 6 皿のコースにドン・ペリニヨン グラス 1 杯つき
　2014 年 12 月 19 日（金）～ 25 日（木）　※23 日～25 日はクリスマスコースのみご提供
　お一人様　10,000 円（税サ別）
　事前にお電話にてご予約ください　TEL：0422-72-8202

ブリーズ・オブ・トウキョウ　『クリスマスメニュー　～ Noel Course ～』
　丸ビル最上階からの夜景を眺めながら、美しいプレゼンテーションの料理をお楽しみいただけます。
　2014 年 12 月 19 日（金）～ 25 日（木）
　コース A ／お一人様　15,000 円（税別）、コース B ／お一人様　12,000 円（税別）
　※22 日～25 日はコース A のみご提供

　事前にお電話にてご予約ください　TEL：03-5220-5551

イル・ムリーノ　『クリスマス 特別ディナーコース』
　特別な夜に特別な方とスペシャルコース（6 皿）をお楽しみください。
　2014 年 12 月 19 日（金）～ 25 日（木）　
　お一人様　13,000 円（税サ別）
　事前にお電話にてご予約ください　TEL：03-5786-0337

グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン　『クリスマス スペシャルプラン』
　牡蠣をはじめとしたシーフードとメインの肉料理、パスタにデザートと充実の全7品
　2014 年 12 月 15 日（月）～ 25 日（木）　17:30-22:00
　お一人様　7,560 円（税込）　※別途フリードリンクプランもございます。（¥2,000 ／ 2 時間）
　2 日前までにご予約ください　TEL：03-6717-0932
　早期予約特典：12/10 までのご予約でシャンパンハーフボトル 1 本サービス（2 名様ごと）　

アクアヴィット　『2014 年 北欧クリスマスメニュー』
　北欧らしい食材をモダン・スカンジナビアン・スタイルで。全 6 皿をお楽しみください。
　2014 年 12 月 21 日（日）～ 25 日（木）17：30 ～　※23 日（火・祝）のみ 18：30 ～
　お一人様　12,000 円（税サ別）
　事前にお電話にてご予約ください　TEL：03-5413-3300

ウルフギャング・ステーキハウス　『クリスマス・スペシャルコース』
　看板メニューのプライムステーキや、ロブスターまで楽しめるスペシャルコース
　2014 年 12 月 24 日（水）・25 日（木）
　2 名様　32,000 円（税サ別）
　事前にお電話にてご予約ください
　六本木店：03-5572-6341　　丸の内店：03-5224-6151
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センチュリーコート丸の内　『クリスマス ディナー』
　鏡 智行シェフが日本の厳選素材で作る、クリスマスディナー
　2014 年 12 月 22 日（月）～ 25 日（木）
　お一人様　15,000 円（税サ別）
　事前にお電話にてご予約ください　TEL：03-3213-1711

http://capricciosa.com/news/?p=1116
http://www.primibaci.com/info/news_detail.html#2014xmas
http://www.breezeoftokyo.com/info/news_detail.html#201411xmas
http://www.ilmulinonewyork.jp/ja/2014_xmas_dinner.html
http://www.oysterbartokyo.com/wp/?p=1320
http://www.aquavit-japan.com/info/news_detail.html#2014xmas
http://www.century-court.com/column/2014-12-02-681.html
http://wolfgangssteakhouse.jp/news/ja/142

