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2022年夏グルメフェア「夏の最強おつまみフェス」開催
新感覚の“進化系おつまみ”から“シメスイーツ”まで、お酒によく合う絶品グルメが集結！

【開催期間】 2022年7月25日（月）～8月31日（水）

■特設WEB BOOK（7月20日公開予定）：https://www.rise.sc/summergourmet2022/

東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結の複合型商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」では、2022年夏のグルメ
フェア「夏の最強おつまみフェス」を2022年7月25日（月）～8月31日（水）の期間で開催します。

「夏の最強おつまみフェス」では、新食感がやみつき必至の「進化系！」話題のおつまみや、
野菜が主役の「カラダが喜ぶ！」ヘルシーおつまみなど、今気になるおつまみグルメが大集
結します。その他、グルメな大人のための贅沢な「ちょっとリッチ！」肉系おつまみ、最初の
一品に最適な各店おすすめの「とりあえずの一皿！」、さらにシメやお酒のお供にも最適な
おすすめ大人スイーツ「お酒の後には。。」など、同企画限定のオリジナルメニューを含めた
多彩なメニューを取り揃えています。
いずれも、暑い夏にぴったりな、お酒とベストマッチのおつまみメニューで、一緒に食事を楽
しむ人との乾杯が楽しくなる逸品です。テイクアウトで楽しめるメニューもご用意しており、お
店の味をおうちでも楽しんでいただけます。

注目グルメをアレンジした進化系や、旬の野菜を取り入れたヘルシー系など、
暑い夏にぴったりな最新おつまみメニューが勢ぞろい！

二子玉川ライズ S.C.、暑い夏にぴったりな“おつまみグルメ”をご紹介！

グッドミールズショップ（テラスマーケット 2F）
バターミルク フライドチキン＋フライドポテト

700円（税込）

バビーズ（テラスマーケット 2F）
チリチーズフレンチフライ

1,200円（税込）

リゴレットスパイス マーケット
（ステーションマーケット 1F）
ピリ辛！カリフラワーのロースト
スパイシー・ンドゥイヤソース

1,320円（税込）
自家製チリビーンズをフレンチフライにかけて、
その上からたっぷりのチーズを振りかけて焼き
上げる一品は、スパイシーでおつまみにも最
適です。

香りや旨味がぎゅっと詰まって、茎までジューシー。
ピリ辛のスパイシーソースと合わせ未体験の食感が
楽しめる、香り豊かなメイン級の一皿です。

進化系！

自家製ケイジャンシーズニングとバターミルクに
一晩漬け込んで揚げたしっとり柔らかなフライドチ
キン＋フライドポテト。ブームが到来中のクラフトジ
ンとの相性抜群で、お店では23カ国113銘柄の
ジンから選べるジン＆トニックとあわせて楽しめます。

話題の”バターミルクフライドチキン”や、オーブンで仕上げたアツアツのチリビーンズ＆フレンチ
フライ、話題の食材”カリフラワー”をメイン級の一皿に仕立てたピリ辛ローストなど、進化系お
つまみをラインアップ。

ライズ限定

※テイクアウト可能なメニューは と表示しています。TAKE OUT

本企画のために開発された二子玉川ライズ S.C.限定メニュー

TAKE OUT

対象店舗・メニュー一覧

お酒ともベストマッチな、話題の進化系おつまみ

期間限定 7/25～8/31の期間限定メニュー

ライズ限定 ライズ限定 ライズ限定期間限定

https://www.rise.sc/summergourmet2022/
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アイビアー・ルサンパーム
（タウンフロント 1F）
季節の野菜ロースト
ディナー 1,408円（税込）

カラダが喜ぶ！

千葉の柴海農園などのこだわり野
菜をじっくりローストし、赤パプリカ
ソースとローズマリーのお塩でヘル
シーに。旬の美味しさをシンプルに
仕立てた一品です。

旬の素材をシンプルに焼いたり、混ぜたり、炒めたりと味わい方もいろいろ。野菜が主役となる彩りと食感が嬉しいヘルシーなおつまみを
ラインアップ。

野菜が主役のヘルシーおつまみ

和ごはんとろろ屋
（タウンフロント 7F）
とろろ屋人気単品3種のおつまみ
（冷製/温製）

ディナー 各750円（税込）
とろろ屋人気の小鉢3種を温菜・冷菜でご用
意しました。お好みのお酒を合わせてお楽しみ
いただけます。あれもこれも楽しめる贅沢な一
品です。

チョップドサラダデイズ
（ステーションマーケット 1F）
Korean Spicy Chicken
(Vegan) 1,380円（税込）
話題の大豆ミートで韓国のヤンニョ
ムチキンを再現。ピリッとスパイシー
で食べ応えのあるサラダで、ヴィー
ガンにも対応したメニューです。

韓美膳（ハンビジェ）
（タウンフロント 7F）
おつまみセット
キムチ＆ナムルセット

ディナー 1,078円（税込）
ザクロ酢マッコリ ディナー 528円（税込）
ナムル3種と白菜、きゅうりのキムチの5種盛。
韓国の定番おつまみは、ヘルシーなザクロ酢
マッコリによく合います。

Italian Kitchen VANSAN
（タウンフロント 7F）
フォアグラのロッシーニハンバーグ
ディナー 1,290円（税込）

ちょっとリッチ！

食感とジューシー感を極めるためにバ
ンサンオリジナルのパテを使った、フォ
アグラ、トリュフの香りと100％国産
牛の組み合わせが贅沢な一皿です。

お肉のうまみを存分に味わえる各店自慢の逸品を集めました。誰かと一緒に味わう喜びを感じながら、ちょっと贅沢な美味しいひととき
が楽しめます。

夏はお肉でパワーチャージ。グルメな大人のための贅沢な逸品おつまみ

とんかつ新宿さぼてん
（タウンフロント 7F）
ひとくちヒレかつ 300円（税込）
鯵フライ 400円（税込）
ホタテフライ 550円（税込）

定番人気のヒレかつ、肉厚な鯵フライとジュー
シーな帆立のフライ。サクサク揚げたてで旬の
味が楽しめます。

鉄板焼きお好み焼きかしわ
（テラスマーケット 1F）
鉄板焼き盛り合わせ ５種
（もも、むね、つくね、せせり、砂肝）

ディナー 2,480円（税込）
新鮮巻き野菜

ディナー 1,210円（税込）
秋田比内地鶏など厳選鶏の旨味を存分に引き出した鶏鉄板焼。鉄
板で焼き上げた5種類の鶏を旬の新鮮巻き野菜で巻いて楽しめます。

100本のスプーン
（テラスマーケット 2F）
肉厚リブステーキとたっぷりポテトフライ

2,780円（税込）
肉の旨味をしっかりと感じられるように分厚くカッ
トして、噛むごとに旨味を味わえる食べ応え抜
群の一品です。

【二子玉川エクセルホテル東急】
The 30th Dining Bar
Shared pork（プルドポーク400g/ピタパン/アボカド/サラダ ※サラダ数種類はおかわり自由）
お一人様 5,000円（税・サ込）
スパイスを施した豚肉を低温で12時間じっくりと調理し、ボリューム満点の逸品に仕上げました。
ピタパンにお好みのお野菜を一緒に挟んでお召し上がりいただけます。
※2名様よりご注文いただけます（要予約）。 ※フリードリンクがセットの2時間制となります。

TAKE OUT

TAKE OUT

ライズ限定 ライズ限定 期間限定

期間限定
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九州寿司寿司虎Aburi Sushi TORA
（タウンフロント 7F）
炙りづくし 三貫にぎり 583円（税込）
（サーモントロ/真鯛/さんま）
日本酒ワンカップ「紀土」 770円（税込）

とりあえずの一皿！

絶品・旬の炙りを、和歌山のフルーティな日
本酒が魚の旨味を引き立てる究極の組み
合わせでご提供します。

席に着いたらまず一杯。乾杯の相棒におすすめの一皿を集めました。お箸もお酒も止まらない、おつまみの新定番です。

各店おすすめのお酒に合う絶品おつまみ

梅蘭
（タウンフロント 7F）
おつまみセット生ビール（中）付き

ディナー 1,600円（税込）

梅蘭おすすめおつまみである、海鮮入り
春巻き、オクラのネギ和え、きゅうりとカ
シューナッツのマヨネーズ和えの3種を一
度に味わえる今だけの一皿です。

タイ屋台999
（タウンフロント 7F）
空心菜炒め 860円（税込）
バケツレモンサワー 999円（税込）
たっぷりのニンニク、唐辛子、タイ味噌
ソースで一気に炒めた空心菜は、シャ
キシャキ感が病みつきに！1分程度で
できるため、最初の一品に最適です。

chano-ma
（タウンフロント 7F）
マンゴーと柑橘の締め夏パフェ

990円（税込）

お酒の後には。。

コーンを使ったトロピカルで可愛らしい
締めパフェです。中にはスポンジやレモ
ン、マンゴーなどを使い、食事の後に
さっぱり食べられます。

シメパフェなどの“シメスイーツ”に注目が集まる昨今。シメはもちろん、お酒と一緒に楽しめるスイーツをラインアップ。

食事後のシメや、お酒ととともに味わうおすすめ大人スイーツ

シナボン／シアトルズベストコーヒー
（テラスマーケット 2F）
チーズサンド 430円（税込）
（ベーコン・エッグ＆チェダーチーズ）
※数量限定

ふわふわモチモチ食感の、特製の手作り
チーズロールバンズで、半熟目玉焼きと
とろーりチーズ、ベーコンをサンド。ふわも
ちバンズと、とろっと半熟卵、チーズの相
性は抜群です。

博多一風堂
（テラスマーケット 2F）
博多一口餃子 470円（税込）
タンメン野菜 260円（税込）
生ビール（中） 580円（税込）
ビールにはやっぱりひと口サイズの餃子！
タンメン野菜は隠れたおつまみメニュー。
野菜不足も解消できるおすすめの一皿
です。

アンティコカフェアルアビス
（タウンフロント 1F）
トマト＆シチリアレモングラニータ

620円（税込）

トマトとシチリアレモンを組み合わせた、
他ではなかなか食べることができない珍
しいフローズンです。

TAKE OUT TAKE OUT

TAKE OUT

TAKE OUT

ライズ限定 期間限定

ライズ限定 期間限定

サーティワンアイスクリーム
（リバーフロント1F）
クラッシュソーダ
トロピカル＆ブラッドオレンジ

600円（税込）

ザクザクの氷に好きなアイスを乗せて楽
しめる、暑い夏にぴったりの一品です。
気分にあわせてお好きな組み合わせが
楽しめます。
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PICK UP！
二子玉川 東急フードショー厳選、お酒との相性も抜群！おうちで進化系おつまみ

【二子玉川ライズ・ショッピングセンター 施設概要】
名 称：
所 在 地：
公式サイト：
運 営：
開 業 日：
営業面積：
テナント数：
ア ク セ ス ：

二子玉川ライズ・ショッピングセンター
〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1
https://www.rise.sc/
株式会社東急モールズデベロップメント
第1期事業 2011年3月19日、第2期事業 2015年4月24日
約55,000㎡
約170店舗
東急田園都市線・大井町線二子玉川駅直結

ホタルノヒカリ
No.0 ホタルノヒカリ 841円（税込）
おつまみ専門店「ホタルノヒカリ」不動の
人気看板商品。海で神秘的な光を
放っているホタルイカの、いしり干し。魚
醤を使用し、烏賊ワタの香りのたまらな
い珍味です。

美噌元
味噌チーズ海苔巻き

1,134円（税込）
あられが入った味噌チーズ生地を海
苔で包みました。 おつまみ、お茶請
けにおすすめです。

ル・コフレ・ドゥ・クーフゥ
ゴルゴンゾーラチーズケーキ 724円（税込）
ゴルゴンゾーラの塩味がきいたチーズ
ケーキ。アーモンドとシナモンが入ったグラ
ハムクラッカーと果物の組み合わせが楽
しめます。

先着3,000枚限定！
お食事券500円分プレゼントキャンペーンを実施！

夏グルメフェアの開催期間中、対象のレストラン＆カフェで17時以降2,000円以上（税込・合算不可）ご利用いただいた方に、500円
分の二子玉川ライズ・ショッピングセンターお食事券を先着3,000枚限定でプレゼントします。
※各店なくなり次第終了
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