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チバ ザ ビーフが 味わえる！

美味しい料理とワインをメインとした本格的なパリのビストロの味を楽しめる東京のレストラン
「ル・プティ・トノー」で、11月よりチバ ザ ビーフを使用した料理が味わえます！
ランチでは1種類、ディナーでは2種類のメニューが用意され、どちらでも味わうことができます。
ぜひご賞味ください！

「チバ ザ ビーフ」
フェアin成田

ちばの
牛肉

"Chiba The Beef" beef fair in Narita 千叶牛肉
“千叶 the Beef”
节 in 成田

千葉牛肉「CHIBA The Beef」展 in 成田
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ル・プティ・トノー

平成28年度
東京食肉市場まつり
推奨銘柄

カウボーイおすすめ３種の肉盛りプレート

虎ノ門店

九段下店

〒105-0001 東京都港区虎の門2-1-1
商船三井ビル1階
TEL：03-5545-4640
定休日：日曜日、祝日

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-2
九段アークビル1階
TEL：03-3239-6440
定休日：日曜日

※両店舗とも、ランチは11：30～15：00（LO）、ディナーは18:00～22:30（LO）となっております。

◇ディナーメニュー 18:00 ~ 22:30

◇ランチメニュー 11:30 ~ 15:00

チバザビーフ牛ランプステーキフリットとグリーンサラダ

200gr ¥2,800
「カウボーイおすすめ3種の肉盛りプレート」
チバザビーフ牛ランプステーキ 100gr
牛ヒレ肉50grとはらみステーキ 50gr

¥4,250

ステーキフリットとグリーンサラダ

(小皿・グラスワイン・パン・コーヒーまたは紅茶がつきます)

150gr
200gr

¥1,900
¥2,400

＋ ¥500で使用肉がチバザビーフのランプになります

※価格は消費税・サービス料込みです。

その他、詳細はWEBをご覧ください。

ル・プティ・トノー HP：http://www.petitonneau.com/jp/
チバ ザ ビーフHP：http://chibathebeef.jp/

11月23日（祝・木）

平成29年

ランチまたはディナー

Date: Thursday 23 November 2017 (national holiday) Lunch or dinner
「チバ ザ ビーフ」は、千葉県が誇る
「うまい牛肉」のブランド称号です。きめ細かく柔らかな肉質と理想的なバラン
スで織り込まれた“さし”。芳しい香りとともに、まろやかな旨味を感じます。千葉の風土と愛情が育てた「チバ ザ ビー
フ」
を、ぜひご賞味ください。
“Chiba The Beef” is the brand name of the pride of Chiba—our tasty beef.
Our beef has an ideal balance of marbling with fine, tender meat. Its delicious aroma and mellow taste lingers on the palate.
Come try Chiba The Beef, raised with love in the natural climate of Chiba.
“千叶 the Beef”是千叶县值得骄傲的“美味牛肉”的品牌称号。有着细腻柔软的肉质和以理想的平衡感编织出的肉脂。伴随着芬芳的香气，让
人感受到柔和的鲜味。请务必品尝一下由千叶的风土和爱情培育出来的“千叶 the Beef”。
「CHIBA The Beef」是千葉縣引以為傲的「美味牛肉」品牌稱號。有著細緻柔軟的肉質以及分布均勻理想的雪花脂肪。伴隨濃郁的香氣，於口中
可感受到醇厚的牛肉鮮味。敬請品嚐由千葉的水土環境以及愛情所育成的「CHIBA The Beef」。

くわしくは

チバ ザ ビーフ

検索

千葉県HP http://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/chibazabi-hu.html
チバ ザ ビーフHP http://chibathebeef.jp/

※時間はホテルにより異なります
※Times differ depending on the hotel

平成29年11月23日（星期四・假日）午餐或者晚餐 ※具体时间由酒店设定，各不相同。
2017年11月23日(星期四‧國定假日) 午餐或晚餐時段 ※供應時間隨各飯店而異

Lunch
『パティオ Patio』

Narita View Hotel“Patio”
「Patio」
成田豪景酒店
「Patio」 成田豪景飯店

千葉若潮牛ビーフステーキ
～メートルドテルバターを添えて～

Chiba Wakashiogyu beef steak, served with the
maître d's special butter
“千叶若潮牛（房总半岛地区特产牛）”牛排 ～加柠檬汁和欧芹调味的黄油～
「千葉若潮牛」牛排佐香芹奶油

Dinner
『オアシス OASIS』

Narita Tobu Hotel Airport“OASIS”
成田东武酒店机场「OASIS」 成田東武酒店機場「OASIS」

千葉県産牛サーロインのローストビーフ
Roast Chiba-grown sirloin
千叶县产牛外脊肉的烤牛肉
千葉牛的烤沙朗牛肉

千葉県産牛柔らかビーフシチュー

Tender beef stew 软绵香嫩炖牛肉 軟嫩燉牛肉

『ルミエール Lumiére 』

Marroad International Hotel Narita
「Lumiére 」
成田马罗德国际酒店「Lumiére 」 成田馬羅德國際酒店「Lumiére 」

「かずさ和牛」サーロインステーキのガーリックチャーハン

Japanese Kazusa Wagyu sirloin steak with garlic chahan rice
“上总和牛（千叶县上总地区特产牛）”西冷牛排加香蒜炒饭 「上總和牛」沙朗牛排蒜香炒飯

「しあわせ絆牛」
ロースのステーキ
Shiawase Kizunagyu roast steak
“幸福绊牛（东日本地区特产牛）”
腰脊肉牛排
「幸福情誼牛」
里肌牛排

参加銘柄牛
（10銘柄）
かずさ和牛／みやざわ和牛／ナイスビーフ／しあわせ満点牛・しあわせ絆牛・千葉しあわせ牛／千葉若潮牛／八千代
黒牛・八千代牛／卯の花牛／北総和牛・北総花牛／せんば和牛・せんば牛／コウゴ牧場牛

主催：千葉県、チバ ザ ビーフ協議会

問合せ先：千葉県農林水産部畜産課

TEL 043-223-2927

＊掲載情報は変更になる場合がございます。個別の料理に関してなど、詳細は各レストランにお問い合わせください。
※料理写真はイメージです。※All food images are for illustration purposes only. ※料理的照片均为参考例图。※所有料理照片僅供參考。

Dinner
『ルミエール Lumiére 』

『オアシス OASIS』
Narita Tobu Hotel Airport“OASIS”
営業時間 18：00～21：00
TEL 0476-32-0606 成田市取香320-1
成田東武ホテルエアポート 西館1F

Marroad International Hotel Narita
「Lumiére 」

成田东武酒店机场「OASIS」 成田東武酒店機場「OASIS」
Time: 18:00-21:00
320-1 Tokko, Narita City, Chiba Prefecture
Narita Tobu Hotel Airport, West Building, 1st Floor

营业时间18:00～21:00
千叶县成田市取香320-1
成田东武酒店机场 西馆1楼

營業時間 18：00～21：00
千葉縣成田市取香320-1
成田東武酒店機場 西館1F

千葉県産牛サーロインのローストビーフ

Roast Chiba-grown sirloin
千叶县产牛外脊肉的烤牛肉
千葉牛的烤沙朗牛肉

チバザビーフのサーロインの部位をじっくりと時間を
かけて焼き上げたローストビーフは絶品です。食べ
放題にて提供いたします。東武ホテルの味をこの機
会にぜひご堪能ください。

営業時間 18：00～22：00 時間制限90分
TEL 0476-32-9111 成田市駒井野763-1
マロウドインターナショナルホテル成田 13F

成田马罗德国际酒店
「Lumiére 」

Time: 18:00-22:00
※Dining time is limited to 90 minutes
763-1 Komaino, Narita City, Chiba Prefecture
Marroad International Hotel Narita, 13F

成田馬羅德國際酒店「Lumiére 」
营业时间18:00～22:00
※时间限制 90分钟
千叶县成田市驹井野763-1
成田马罗德国际酒店 13楼

營業時間 18：00～22：00
※用餐限時90分鐘
千葉縣成田市駒井野763-1
成田馬羅德國際酒店 13F

「かずさ和牛」
サーロインステーキのガーリックチャーハン
Japanese Kazusa Wagyu sirloin steak with garlic chahan rice
“上总和牛
（千叶县上总地区特产牛）
”
西冷牛排加香蒜炒饭
「上總和牛」
沙朗牛排蒜香炒飯

きめ細かくちりばめられた霜降りのサーロインをより一層美味しく味わって
いただくため、一旦常温に戻してから焼き上げます。ガーリックチャーハン
と一緒にお召し上がり下さい。

「しあわせ絆牛」
ロースのステーキ

Shiawase Kizunagyu roast steak
“幸福绊牛
（东日本地区特产牛）
”
腰脊肉牛排
「幸福情誼牛」
里肌牛排

千葉県産牛柔らかビーフシチュー
Tender beef stew

大人4,320円、シニア
（65歳以上）3,672円

小学生2,700円

软绵香嫩炖牛肉

お客様の前で調理、焼きたてアツアツを提供いたします。素材本来の旨味を
味わっていただくため、岩塩やワサビ等もご用意してお待ちしております。

軟嫩燉牛肉

大人3,200円 小学生1,400円
3歳以下無料

小学生未満972円 ３歳以下無料

小学生未満800円

Adults, 4320 yen; Seniors (65 and over), 3672 yen; Elementary school students, 2700 yen;
Kindergartners, 972 yen; Children 3 years and younger, free

Adults, 3200 yen; Elementary school students, 1400 yen;
Kindergartners, 800 yen; Children 3 years and younger, free

成人4320日元 老人
（65岁以上）
3672日元 小学生2700日元

成人3200日元

幼儿972日元

3岁以下免费

大人4320日圓、老年人(65歲以上)3672日圓、小學生2700日圓、幼童972日圓、３歲以下孩童免費

小学生1400日元

幼儿800日元

３岁以下免费

大人3200日圓、小學生1400日圓、幼童800日圓、3歲以下孩童免費

※数量に限りがございますので、品切れ次第終了と
させていただきます。
※Quantities of individual food items are limited, so
some dishes might run out before the event ends.
※数量有限，售完为止。
※數量有限，供完為止。

Lunch
『パティオ Patio』
Narita View Hotel“Patio” 成田豪景酒店
「Patio」 成田豪景飯店「Patio」

千葉若潮牛ビーフステーキ
～メートルドテルバターを添えて～

営業時間 11：30～14：00
TEL 0476-32-1122
成田市小菅700 成田ビューホテル1F

Chiba Wakashiogyu beef steak, served with the maître d's special butter
“千叶若潮牛
（房总半岛地区特产牛）”牛排 ～加柠檬汁和欧芹调味的黄油～
「千葉若潮牛」
牛排佐香芹奶油
一般的に「ビフテキ」は「ビーフステーキ」の略だと思われがちですが、
実は「Bifteck」という「ステーキ」を意味するフランス語が語源という
説が有力とされています。
そこで、今回はお肉本来の旨みや香りが楽しめる脂身の少ない赤身の
もも肉を、ビフテックで提供します。
シンプルな調味法のステーキを、ミディアムレアでご賞味ください。

Time: 11:30-14:00
700 Kosuge, Narita City,
Chiba Prefecture
Narita View Hotel, 1st Floor

营业时间11:30～14:00
千叶县成田市小菅700
成田豪景酒店 1楼

營業時間 11：30～14：00
千葉縣成田市小菅700
成田豪景飯店 １F

大人2,376円

小学生1,058円

※チーパスのご提示で10％ OFF

小学生未満無料

Adults, 2376 yen; Elementary school students, 1058 yen;
Preschool Children, free
※Get a 10% discount by presenting your Chi-pass.

成人2376日元

小学生1058日元

６岁以下
（尚未上小学）
免费

※出示CHI-PASS
（千叶县育儿家庭优惠卡）
有10%的优惠

大人2376日圓、小學生1058日圓、未滿６歲的孩童免費
※出示千葉家庭優待卡CHI-PASS可打九折

※お料理はすべてバイキングの一品です。最終入場は営業終了時間の30分前となります。
※価格はすべて消費税込みです。※料理写真はイメージです。

※All food is buffet-style. Admission to the event closes 30 minutes before the event ends.
※All prices include the consumption tax. ※All food images are for illustration purposes only.
※以上料理都属于自助餐。最后入场时间为营业时间结束前30分钟。※价格均已包含消费税。※料理的照片均为参考例图。
※各道料理均以自助取餐方式提供。最晚入場時間是營業結束時間的30分鐘前。※價格均為含稅價。※所有料理照片僅供參考。

