
さらっとした
スープカレーに
いろどり野菜が
いっぱいです。

骨付きチキンの
スープカレードリア 1,639円
10F 神戸元町ドリア【鍋焼ドリア】

自家製スパイスの
旨辛カレーです！

もっとお得なEセット 1,550円
（コラーゲン牛すじスープ麺）

9F ジャスミンパレス【ベトナム料理】

鹿児島
黒豚ペッパーステーキ (200g) 1,408 円
9F 宮崎ステーキハウス 霧峰【ステーキ】

ニラとホルモンに
激辛のソースが
よく合う一品！

9F 千房【お好み焼 鉄板焼】
激辛ホルモン焼そば 1,480円

夏野菜と万願寺唐辛子の
ピリ辛ミートソース 1,280円
10F 洋麺屋 五右衛門【スパゲッティー】

夏野菜と

唐辛子ピューレ
を

加えた夏限定の

ミートソース！

夏にふさわしい
うな重と

お蕎麦のセット！

柔らかく食べ応えの
あるステーキと

自慢の
オムライス！

・うな重セット 1,890 円（そば または うどん付き）
（そば または うどん付き）・国産 うな重セット 2,950 円

10F 三宝庵【和食処」】

国産うな重 (140g)  3,630 円国産うな重 (140g)  3,630 円
9F 築地魚力【海鮮居酒屋】

魚力自慢の
国産うな重で
スタミナUP!

9F サンマルク【ベーカリーレストラン】

ボリューム
満点の

大人気商品！

ハンバーグステーキラザニア風
濃厚チーズソース厚切りベーコン添え 1,606 円

宮崎霜降牛 サーロインステーキ
(150g) 3,388 円
宮崎霜降牛 サーロインステーキ
(150g) 3,388 円
9F 宮崎ステーキハウス 霧峰【ステーキ】

夏野菜のサラダステーキ
オムライス 1,280円
10F 卵と私【オムライスの店】

夏野菜とチーズの
入ったカレー風味の
お好み焼です。

夏玉 1,480円
9F 千房【お好み焼 鉄板焼】

たっぷりの野菜と
そばを坂元の
黒酢で

さっぱりと！

10F さんるーむ【自然食レストラン】

夏限定の
スペシャル御膳！
お魚と野菜が

たっぷりとれます♪

釜揚げしらす丼と
たっぷり野菜の冷しゃぶ御膳  1,380 円
釜揚げしらす丼と
たっぷり野菜の冷しゃぶ御膳  1,380 円

あさがお  1,380 円あさがお  1,380 円
9F とんかつ和幸【とんかつ】

松浦港水揚げ
あじフライを
わさびおろしと
共にどうぞ！

夏季限定
濃厚ゴマダレの
風味と冷たい麺が
とっても合う

冷やし棒棒鶏冷麺  1,100 円冷やし棒棒鶏冷麺  1,100 円
9F 梅蘭【中華料理】

太つけ麺  980 円太つけ麺  980 円

とろ麦自慢の
そばつゆに、

だしの効いたとろろ。
山菜の食感を

お楽しみください♪

9F 一風堂【ラーメン】

オーガニック SUMMER プレート
1,320 円

オーガニック SUMMER プレート
1,320 円

9F  きせきの食卓【オーガニック ダイニング】

黒酢サラダそば  990 円黒酢サラダそば  990 円
（うどん変更可）（うどん変更可）
10F 三宝庵【和食処】

冷やしフォーセット  1,480 円冷やしフォーセット  1,480 円
9F ジャスミンパレス【ベトナム料理】

名物冷麺  1,100 円名物冷麺  1,100 円
10F  焼肉トラジ【焼肉】

おろしそ鶏ももかつ定食 1,133 円おろしそ鶏ももかつ定食 1,133 円
9F おばんざい処 はんなり【和食 定食】

利休  1,980 円利休  1,980 円
10F 寿司田【寿司】

山菜おろし
とろろそばセット 1,287 円

山菜おろし
とろろそばセット 1,287 円

9F ご飯ととろろ とろ麦【和食】

販売期間 7/ 19（火）-8/ 16（火）

● 販売期間 7/ 19（火）-8/ 16（火）

夏野菜のスープカレー 1,100円

9F ローカルインディア【インド料理】
● 販売期間 8/ 7（日）まで

特製たぬき玉添え、

夏の定番麺です！
特製たぬき玉添え、

夏の定番麺です！

数 量 限 定数 量 限 定数 量 限 定数 量 限 定

※デザートのみの方不可 ※他サービスとの併用不可 ※デザートのみの方不可 ※他サービスとの併用不可

JRE POINT カード
JRE CARD
会員特典

お食事をオトクに楽しめる！
ご注文の際に、JRE POINT カードまたは JRE CARDをご提示ください。

9F 千房
【お好み焼 鉄板焼】

10F 三宝庵
【和食処】

10F 神戸元町ドリア
【鍋焼ドリア】

対象メニューご注文で 対象メニューご注文で

ドリンク1杯サービス
対象メニューご注文で
ソフトドリンク
1杯サービス（グラスビール or オレンジ or ウーロン茶）100円引きお会計より

※表示価格は税込価格です。※写真はイメージです。
※感染症拡大の状況により、期間等予告なく変更になる場合がございます。予めご了承してください。

7/ 1 -8/ 31（金）
（水）


