デジキュー
BBQ CAFE
Dejikyu BBQ CAFE
BBQ
レインボーブリッジを目の前で見ら
れる抜群のロケーションの屋上に
バーベキューカフェが期間限定で
OPEN。

営業時間

11:00~22:15

3部3時間制
11：15〜、15：15〜、19：15〜

醍醐

焼肉 ・ 韓国家庭料理

1129by Ogawa

太陽樓

つけ麺らーめん春樹

築地玉寿司

和幸

Seafood Restaurant MEHICO
Seafood restaurant

1129 by Ogawa
Grill steak / Hamburger

Tsukemen Ramen Haruki Odaiba
Tsukemen / Ramen shop

Tsukiji Tamasushi
Sushi

Wako
Tonkatsu pork cutlets

1969年創業。伝統の味「カニピラ
フ」は、おすすめの一品。数々のシー
フード料理、その他にもハンバーグ・
ステーキ・和食等、オーシャンビュー
と店内に設置された迫力ある「アク
アリウム」で非日常的空間とともに
お楽しみください。

食肉卸直売店なので、上質なお肉
をリーズナブルなお値段でご提供し
ます。レインボーブリッジが一望で
きるロケーション。A4クラスの「黒
毛和牛ステーキ」や、国産牛100%
の「1129ハンバーグ」など
「イイニ
ク」をお楽しみください。

Taiyoro
Japanese / Western /
Chinese buffet

東京湾の夜景を見ながら醍醐自慢
の選び抜かれた和牛と韓国家庭料
理を大切な人といかがですか。また
グループのお客様には台場店のみ
実施の食べ放題コース（3,480円）
も御用意しております。

長年の研究の末にたどり着いた超まろやか
な濃厚魚介とんこつつけ麺が味わえる、
本格らーめん店。麺は横浜製麺所から毎日
届けられるオリジナル平打超極太ストレート
麺です。つけタレはとろ〜り粘度の高い
濃厚な秘伝の仕込みダレ！自慢のスープの
醤油・塩・味噌らーめんもご用意しました！

大正13年創業の老舗。ネタはすべ
て築地市場から仕入れ、伝統を守り
ながら新しいオリジナル寿司の提供
も。レインボーブリッジ、東京タワー
を背景に元気いっぱいの板さんに
も注目です。

自家製の生パン粉、
100%植物油の
使用によるサクッとした衣とジュー
シーなお肉のバランスが絶妙！ご飯・
みそ汁・キャベツはお代わりOKのウ
レシイお店です。

11:00~24:00

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 23:00）

トラットリア マルーモ

カザーナ

Cafe Grill BIG CHEF
Western cuisine

TRATTORIA Maruumo
Italian restaurant

KHAZANA
Indian restaurant

ボリューム重視の彼も、ちょっとずつ
アレコレ食べたい彼女も、お子さま
連れの家族も、みんなが満足する洋
食屋さん。大人気のオムライスセッ
トやステーキ＆サラダセットなど、欲
しかった組み合わせメニューが多彩
です。

ピッツァを中心に、イタリア各地の
郷土料理をご用意。暖かいイタリア
の家庭をイメージした店内で、美し
い景色を見ながら本場の料理とワ
インで楽しい会話も弾みます。

レインボーブリッジが一望できる絶
好のロケーション。デリーやカルカッ
タで修行を積んだ本場の料理人が
腕をふるうスパイシーなカレーやタ
ンドール料理など、本格的な味をお
楽しみください。

イタリアンレストラン

ANCHORS
テラスカフェレストラン

ANCHORS
Terrace café restaurant
ガラス張りの店内からは、ベイエリア
が一望できる最高のロケーション。
パスタ、
グリル、
ピザなどモダンアメ
リカン料理を気軽にご堪能いただけ
ます。カフェドリンクはもちろん、お
酒もお楽しみいただけるカフェレス
トランです。

11:00~22:00

営業時間
（L.O. 21:30）

Brigela

ジェラート・ブリオッシュコンジェラート・コーヒー

bills
Casual dining
シドニーのレストランター、
ビル・グレ
ンジャーが手掛けるレストラン。 世
界一の卵料理 と評されたスクラン
ブルエッグはもちろん、
世界中を虜に
するシンプルで独創的な料理を開放
感のある空間でお楽しみください。

9:00~23:00
8:00~23:00

TOKYO KOI TERASU
Japanese-style café / General goods
東京恋テラスのテーマは「恋」。かわいい和ス
イーツ「恋スイーツ」と雑貨のお店です。恋ス
イーツを楽しみながら、いつもより日本を近く
に感じてみませんか？かわいくて縁起の良い
「恋メニュー」があなたの背中を押してくれる
かも!? 店内には、お土産やプレゼントにも最
適なステキな雑貨も多数取り揃えております。

11:00~21:00

営業時間
（L.O. 20:30）

MOMI & TOY S クレープ
MOMI & TOY’S
Crepes
ふんわりサクサクの生地を使った
『とろけるクレープ』。食べ
始めから終わりまで、
しっかり入ったなめらかなホイップ
クリーム。MOMI&TOY Sだけの、
最高のクレープをお楽しみ
ください。

11:00~21:00

香港本店は90年の歴史を誇る老
舗。歯ごたえ、喉ごしともに抜群の超
極細香港麺を御賞味ください。さっ
ぱりした豚骨塩味のスープも絶品。
自家製のワンタンはプリプリのエビ
がぎっしりです。

当店自慢の割下でいただくすき焼
きは、関東風の煮ていただくすき焼
きです。国産牛肉、霜降り牛肉の相
性がすこぶる良く、その香りは食欲
を一層かき立てます。

（L.O.

アジア・コリアフード

ディナー

11:00~17:00
17:00~23:00

22:00）

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:00）

DOG DEPT＋CAFE

ボーノ

Buono
Darts café & ristorante

肉バル

ドッグカフェ＆アパレル・雑貨

BISTRO Ushisuke
Meat bar

DOG DEPT＋CAFE
Dog café & apparel / General

ハワイでは行列の絶えない人気店の日本進
出4号店です。人気メニューのアサイーボウ
ルはもう説明の必要もないですが、ポキボウ
ル、サンドイッチなどのメニューもハワイ本店
と全く同じレシピを再現しています。お台場
でも あの ハワイの気分を味わって下さい。

うしすけは、質の良い国産牛・国産
豚と旬の野菜をふんだんに使った
ヘルシーかつパワフルな料理をご
提供いたします。
「美味しい！」はバ
ランスから。素材にこだわった、
うし
すけのヘルパワごはんをご堪能く
ださい。

上質な赤身肉・多彩な肉料理を揃え
ております。お洒落な空間で居心地
の良い雰囲気と共に、ガッツリ
「肉」
を喰らってください。お手頃なワイ
ンも取り揃えております。
NO MEET NO LIFE !!

ゆっくりくつろげる広々としたCAFE
で愛犬のメニューもご用意しており
ます。また、
レディス・メンズ・愛犬ま
での洋服・グッズも取り揃えておりま
す。ペアルックもございます。

11:00~21:00
10:00~21:00

11:00~24:00

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 23:30）

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:00）

BISTRO うしすけ

Ushisuke
Asian / Korean food

土日祝

営業時間
（L.O. 22:00）

11:00~21:00

営業時間
（L.O. 20:00）

ダーツカフェ＆リストランテ

「手作りPizza」自慢店で、
ダーツをし
ながらお食事をお楽しみください。
ダーツが初めての方も、スタッフが
丁寧に説明させていただきます。
テラス席にてワンちゃんと一 緒 に
「手作りワンちゃんPizza」もどうぞ！

11:00~26:00

営業時間
（L.O. 25:30）

ディッピンドッツ・アイスクリーム

旬坊

そば・うどん

タリーズコーヒー

マクドナルド

ジョナサン

アイスクリーム

Dippin’ Dots Ice Cream
Ice cream

Shunbou
Soba & udon

TULLY’S COFFEE
Specialty coffee shop

McDonald’s
Fast food restaurant

Jonathan’s
Coffee & restaurant

つぶつぶさらさら新食感！未来型のカ
ラフルアイス♪見た目も味もしっか
り楽しめます。お台場店限定のフレー
バー「お台場レインボー」の他に定
番のバニラやチョコレートなど沢山
のフレーバーをご用意しております！

そばの成分には貴重なルチンが含
まれており、日頃のストレス解消に
一助の働きをすると言われておりま
す。ぜひ3食のうち1食はお召し上
がりください。

最高級の豆のみを使用し、一杯一杯
手作りで提供する本格的なコーヒー
を気軽にお楽しみいただけます。サ
ンドイッチやデニッシュ等、
コーヒー
によく合うサイドメニューも充実し
ています。

いつも出来たてのハンバーガーを
ご用意。天気のいい日は、ゆったり
としたテラス席でのお食事はいか
がでしょう？

お客様にくつろいで食事と会話を
楽しんでいただき、お店を出たとき
に自然と笑顔が出てくるような、い
つもすぐそばにある「うちのとなり
のレストラン」。お気軽にお立ち寄り
ください。

イタリアンレストラン

薪窯で焼き上げるナポリピッツァは
本場ナポリでも認められた本物。
生地から手作りのナポリピッツァと
豊富なワイン、
ボリュームある肉料理
などイタリアンを楽しめるロジック
へ是非！

和風カフェ・雑貨

店内製麺の本格蕎麦とこだわりの料
理、選りすぐりの酒。それぞれが味を
引き立て合い、三位一体となって皆
様をおもてなしいたします。美食を
創る、技術を極める、伝統を守る。日
本料理の美しさをお楽しみください。

Trattoria Pizzeria LOGIC

最もリッチなパンと言われるブリオッ
シュにイタリアで6年修行した職人
が作る16種類のジェラート。温かい
パンに冷たいジェラートを挟んで食
す。今まで日本にはなかった新しい
スイーツの食べ方を提供するブリオッ
シュコンジェラート専門店。

東京恋テラス

Tsukiji Uemura
Japanese cuisine / Shabu-shabu

日本料理・しゃぶしゃぶ

（L.O. フード 20:30 /ドリンク20: 45）

Trattoria Pizzeria LOGIC
Italian restaurant

11:00~21:00

Hong Kong Noodles SHINKI
Hong Kong noodles

（L.O. ランチ17:00 / ディナー22:00）

Brigela
Gelato / Brioche con gelato / Coffee

営業時間
（L.O. 20:30）

Japanese Cuisine Gomasoba Takadaya
Japanese cuisine / Soba noodles / Tempura

香港麺

Island Vintage Coffee
Café & coffee shop

営業時間 平 日

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:00）

つきじ植むら

うしすけ

カフェ・コーヒーショップ

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:00）

とんかつ

香港麺 新記

営業時間 ランチ

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:00）

アイランドヴィンテージコーヒー

カジュアルダイニング

土日祝

豪華客船のレストランのような空
間でお食事を楽しむ がコンセプト
のビュッフェレストラン。和洋織り交
ぜたバラエティ豊かな食事と景色を
お楽しみください。

11:00~23:00

bills

営業時間 平 日

OCEAN CLUB BUFFET
Buffet restaurant

寿司

日本料理ごまそば高田屋
日本料理・蕎麦・天ぷら

ビュッフェレストラン

営業時間
（L.O. 22:00）

営業時間
（L.O. 22:00）

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:45）

OCEAN CLUB
BUFFET

インド料理レストラン

11:00~23:00

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:00）

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 21:30）

営業時間
（L.O. 23:00）

カフェグリル ビッグシェフ

つけ麺・らーめん専門店

食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題
のお店として、和・洋・中、数十種類の
メニューをご用意しております。昼
食1,500円、
夕食2,000円で食べ・
飲み放題が楽しめます。

11:00~24:00

営業時間
（L.O. フード22:00 / ドリンク22:30）

洋食

和・洋・中バイキング

グリルステーキ・ハンバーグ

シーフードレストラン

DAIGO
Yakiniku grilled meat /
Korean household cooking

営業時間

シーフードレストラン メヒコ

営業時間 平 日

11:00~23:00

12:30~21:15
10:00~21:15

営業時間
（L.O. ランチ14:30 / ディナー22:00）

土日祝
※営業時間は時期により異なる場合がございます。

サーティワン
アイスクリーム

IKAYAKI STAND

11:00~21:00

営業時間

天王寺アベノタコヤキやまちゃん 芋蛸

営業時間

Takoyaki 18ban

たこ焼 十八番

たこ焼き 発祥の店 大阪玉出 会津屋 たこ家 道頓堀くくる
Takoyaki Hassyounomise Osakatamade Aizuya

Takoya Doutonbori Kukuru

Takoyaki octopus dumplings

Takoyaki octopus dumplings

Takoyaki octopus dumplings

Takoyaki octopus dumplings

Takoyaki octopus dumplings

11:00~22:00

営業時間
（L.O. 21:30）

11:00~22:00

営業時間
（L.O. 21:30）

カリカリサクサク！大量投入される天かすが、
この意表をつ
く食感の秘密。焼き上がるにつれ香り立つのは、
どっさり
入った粉末の小えび。天かすを溶かさないように素早く
リズミカルに焼き上げます。

11:00~22:00

営業時間
（L.O. 21:30）

Yoshinoya
Rice bowl sets

創業昭和8年、
たこ焼き発祥のお店。80年以上変わらぬ
味の、
だしで仕上げた会津屋でしか食べることができない、
本物のたこ焼きをどうぞ！

11:00~22:00

営業時間
（L.O. 21:30）

全国に50店舗余りを展開する人気店。ふわとろ食感と
めちゃめちゃ大きな蛸が大人気！道頓堀に本店を構える、
たこ焼き・明石焼きにこだわる老舗店です。

11:00~22:00

営業時間
（L.O. 21:30）

百年あまりの歴史を持つ、吉野家の
牛丼。昔も今も、変わらない「うまさ」
をお届けしています。他にも、牛カ
ルビ丼・ロース豚丼など、
メニューを
豊富に取り揃えております。

11:00~14:00
16:00~29:00

Imotako

美味しさの秘訣は元和食職人ならではの食材選びと調理
方法へのこだわり！角切りの山芋を入れたサクサクの食感
と、
だしの旨味が絶妙な和食感覚のたこ焼きです。

丼・定食

掘りごたつ式の古民家を思わせる
店内には個室が多数あり、宴会に
デートにと、使い勝手抜群。鮮魚や
串焼きなど定番メニューや、季節限
定のオリジナル和創作料理も人気。
8 0 種 類 のドリンク飲 み 放 題 付き
コースは3,500円〜。

11:00~21:00

8:00~21:00
8:00~22:00

吉野家

Kuimonoya Wan
Japanese-style bar

Tennouji AbenotakoyakiYamachan

たこ焼きの本場大阪でも屈指の人気を誇る名店が満
を持して登場!秘伝のスープが決め手の深みのある味わ
い。生地にとことんこだわった風味豊かな味です。

金〜日・祝

居酒屋

もちもちの生地とぷりぷりのイカを
特製の鉄板で焼き上げた九州発祥の
IKAYAKI。ハワイ産ジンジャーを
使ったジンジャーレモネードや、沖縄
の生酵素を使ったフレッシュジュース
もIKAYAKIとの相性抜群！

世界40カ国 6,200店。日本では、
1,000店の世界最大級のアイスク
リームチェーンです。季節に合わせ
て、いつも31種類のアイスクリー
ムをご用意しております。

営業時間 月〜木

くいもの屋 わん

IKAYAKI STAND
Ikayaki grilled squid

31 Ice Cream
Ice cream

営業時間

11:00~23:00

営業時間
（L.O. 22:00）

イカ焼き

アイスクリーム

スペシャルティコーヒーショップ

営業時間

ヨゴリーノ イタリアンジェラート
Yogorino
Italian gelato
イタリアで人気No.1のヨーグルトジェラート！一般的なア
イスクリームに比べてカロリーは約1/2、脂肪分は約1/5
と、甘くて濃厚なのに、
とてもヘルシーなジェラートです。

11:00~22:00

営業時間
（L.O. 21:30）

27:30~26:00

ファーストフードレストラン

営業時間

24時間営業

よってこや
らーめん専門店

Yottekoya
Ramen shop
特注鶏ガラ、豚骨、香味野菜、豚の
背脂を使用し10時間以上煮込んだ
スープは、濃厚だけど後味さっぱり！
特製バラ肉を秘伝のタレで煮込み、
炭火で焼いたチャーシューも絶品
です。

11:00~28:00

営業時間
（L.O. 27:30）

コーヒー＆レストラン

7:30~23:00

営業時間
（L.O. 22:30）

