
地元のお店を再発見！　地域密着のフリーペーパー

a t s u g i - t i m e .c o m
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季節の鍋コース（ きりたんぽ鍋 ）4,600 円（税込） ： 
先付三点／お刺身盛り合せ／季節の一品盛／きりたんぽ鍋
／〆の雑炊またはうどん／わらび餅（全６品）

比内地鶏と秋田郷土料理
四季旬菜 まんま

厚木市泉町11-3 水島ビル1F
［営］17:30〜翌2:00 L.O. （祝日17:30〜24:00L.O.） 
［休］日曜・祝月曜  ※ご相談により営業いたします。 年末年始休業12/29〜1/5　　検索：本厚木 まんま

☎ 046-229-2910

今季もまんまの冬の定番「きりたんぽ鍋」が始まりました。秋田出身

の料理長が真心こめて造るきりたんぽと比内地鶏の出汁、旬の野菜の
甘みがたっぷり。忘新年会プランは、きりたんぽ鍋コースの他お手頃
なまんまコース4,200 円（税込）、おまかせコース5,000 円（税込）も。美
味しいお酒と秋田の郷土料理を囲んで和やかな大人の時間を過ごし
ませんか。深夜2 時まで営業、22 時以降の予約も可能です。6 名様以上
のご宴会には、飲み放題（2 時間）2,200 円（税込）〈生ビール、ハイボー
ル、酎ハイ、果実酒、焼酎、日本酒、ソフトドリンク〉を付ける事が出来
ます。二次会プランもご相談ください。新忘年会プランは2019 年12 月2
日（月）〜2020 年1 月31日（金）まで受付中。

和　食お一人様 4,200円〜 駅チカ 6名様〜 飲み放題最大 22名 2時間

▲18名〜22名様で貸切も可。
　他のお客様を気にせず楽しめます。
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 【2 時間飲み放題】朝獲れ地魚満喫コース 4,500 円 
（税込）：もずく、前菜3点盛り、地魚お造り4点盛り、若とりの

くし焼き、 地魚のフライ、揚げだし豆腐、本日の握り 4 貫の全
7 品 

▲カウンターからテーブル席など
　さまざまなシーンに対応可能。

いけす屋与一

厚木市中町３-1-17
［営］月〜土17:00〜翌2:00（L.O.翌1:00・ドリンクL.O.翌1:30）、日・祝17:00〜0:00（L.O.23:30・ドリンクL.O.23:30）
［休］無休　　検索：いけす屋与一 厚木　　https://ikesuyayoichi.owst.jp/

☎ 046-221-8100

こだわりの空間はカウンターから個室など、様々なシーンに対応可能。ゆっ

たり楽しみたいなら、5 〜12 名様までご利用頂ける半個室。いけすを完備して
いるので、魚が新鮮で美味い！ しかもリーズナブルなのが嬉しいですね！ お
すすめは活カワハギ刺・ハモ・伊勢海老の活き造り・サザエなど。銘酒も豊富
に取り揃えているので、お酒もすすみますね！
貸切は35 名様〜50 名様までOK です！

和　食お一人様 4,500円〜 駅チカ 個室有り

3名様〜 飲み放題 2時間 貸　切

※要予約　※3名様以上　※カード使用不可　※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません

5,000円以上の
「宴会飲み放題付きコース」2時間 

▲

3時間に延長！

選べる鍋付コース 2.5H 飲放題付き 5,500 円（税込）→今だけ

5,000 円（税込）！ ： 前菜三種盛り、鮮魚のお造り 四種盛り、旬
の素材の天ぷら 四種盛り、選べる鍋、〆の麺、特製デザート

Japanese Dining 日本酒バル
KANSUKE （かん助）

厚木市中町2-1-8 国方ビル2F
［営］18:00〜翌7:00 （料理L.O. 翌7:00、ドリンクL.O. 翌7:00）   ［休］日曜・祝日

検索：かん助 厚木　https://kansuke.gorp.jp/

☎ 046-224-0745

▲和モダンな店内。平日20人以上、
　週末30人以上で貸切もOK！

飲み放題 2時間〜 洋　食和　食4名様〜 貸　切

お一人様 3,500円〜 駅チカ 個室有り 洋　室

駅から徒歩 15 秒の好立地！ かん助は新鮮な地魚とイベリコ豚を使った創作和

食をリーズナブルに楽しめるお店です。忘・新年会のオススメは選べる鍋付コース。
イベリコ豚しゃぶしゃぶ（豆乳・トマト）、特製海鮮寄せ鍋、自家製もつ鍋の中から
お好きな鍋を選べて飲み放題付き！ その他、多彩な宴会コースが揃っています。
お酒の種類も豊富です。幹事さん応援！宴会サポートおまかせください。
Instagram「KANSUKE8810」をフォローすると特典あり！ 

18時半までに来店のご予約を頂くと

コースの飲み放題を30分延長サービス！
※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません 有効期限：2020年1月31日まで
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和牛ステーキと活魚介鉄板焼きのコース 8,000 円（税抜）： 
オードブル、本日のスープ、パン、活魚介の鉄板焼き、本日の
サラダ or 焼き野菜、和牛サーロインのステーキ、お食事、味
噌汁、香の物、本日のデザート、珈琲　※+500 円で和牛ヒレ
肉に変更可能

鉄板料理
中ちょう倶楽部

厚木市中町 2-14-8
［営］火〜土・祝日・祝前日 17:00〜翌 1:30（料理 L.O.23:50）、日 17:00〜翌 0:30（料理 .23:50）　［休］月曜

※サービス料 5％、消費税 10％　　検索：中ちょう倶楽部

☎ 046-223-7002

ステーキは九州産 A5 ランクの和牛、魚介類はその日に仕入れた

天然ものを使用。選りすぐった食材と、シェフの匠の技が光るすば

らしい料理の数々が堪能できる中ちょう倶楽部で、至福のひとと

きを過ごしませんか？1 階では、カウンター越しにシェフが目の前

で自慢の腕を振るいます。味、サービス、空間どれをとってもハイ

クオリティーのため、特別な記念日やパーティーにぴったり。

忘れられないワンランク上の忘新年会を大切な人と。

ぜひ中ちょう倶楽部までお問い合わせを。

お一人様 5,600円〜 駅チカ 2名様〜洋　室 洋　食和　室

▲店内は落ち着いた雰囲気。大切な人と
　過ごすのにふさわしい大人の空間です。

●宴会向けオーシャンコース〈全てカニ付・飲み放題付〉 　　

　3,990 円～ 5,490 円（税込） 

●プレミアムコース 〈ドリンク別途〉 5,600 円（税込） 

●パーティープラン：オーシャンパーティー
　〈手づかみシーフード・ドリンク別途〉3,300 円（税込） 

▲エリア貸切は、25名様
　程度より可能。お気軽
　にご相談ください。

オーシャンバル 地中海酒場
PALAZZO BIANCO

（パラッツォビアンコ）

厚木市中町2-7-22第２中町２丁目ビル  厚木一番街通り
［営］17:00〜24:00、 金・土曜日・祝前日17:00〜1:30
［休］不定休　　検索：パラッツォビアンコ本厚木　　https://oceanbal.wixsite.com/palazzo-bianco

☎ 046-240-8531

O CEAN BAL 〜私たちが提案する” オーシャンバル” とは、カニやロブスターなどのシーフー

ドをハンマーで割って、手づかみで豪快に楽しんだり、気楽に豊富な地中海料理を堪能し
たりと、新しいスタイルでシーフードをお楽しみ頂けるカジュアルシーフードレストランで
す。店内は地中海に面する小さな港町の一角をイメージし、海外に来たような非日常感あ
ふれる空間を演出。デートにはもちろん、パーティーや、誕生日・記念日、歓送迎会、女子会、 
忘新年会などにも御利用くださいませ。誕生日や記念日など、お祝いのサプライズも大変
好評頂いております。心地よい時間を、心を込めてスタッフがお手伝い致します。スペシャ
ルなパーティーのご提案を是非！ご不明な点等、なんでも御相談下さい！

【今だけの本誌読者特典】

全ての飲み放題30分延長！
※要予約　※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません

有効期限：2020年2月29日まで

お一人様 3,300円〜 2名様〜駅チカ 洋　室半個室有り 最大 42名

飲み放題 2時間〜 貸切 25名〜 洋　食

ご予約はお早めに！
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【雅コース】タレが合う希少部位 100g、塩が合う
希少部位、赤身等 〈全 8 品〉5,000円（税抜）：小鉢、キ
ムチ 2 種、ナムル、塩のお肉（タン、希少部位、赤身 150g）、サ
ラダ、タレ（希少部位 100g）、クッパ or ライス、スープ、デ
ザート※ 2 名様〜※ご予約は来店希望日の前日 17 時まで

▲店主の藤巻克彦と申します。全国で葉山牛  　
の焼肉を食べれるのはここだけ！自然豊か　
な葉山牛とお野菜。そしてソムリエ厳選の　
お酒で、料理とのマリアージュをお楽しみ　
ください。

葉山石井牛専属販売指定店
焼肉 わがんせ

厚木市中町２‐7‐5 ワミレスビル1階
［営］ランチ11:00〜15:00、ディナー17:00〜24:00
［休］火曜　　検索：焼肉わがんせ　　https://yakiniku-waganse.owst.jp/

☎ 046-204-6366

葉山の石井牧場で生産される葉山牛は、農林水産大臣賞5 年連続受

賞など数々の栄誉が実証する高級牛。この極上和牛を厚木で唯一食べ
られるのが当店。ご予約の際は「厚木時間プラスをみた」とお伝えくだ
さい。

和　食お一人様 3,500円〜 駅チカ 2名様〜 個室有り

飲み放題 ワイン2時間 ソムリエ禁　煙 肉

有効期限：2020年1月31日まで

1名様の料理代金サービス！
5,000円以上のコース4名様で

※最大2名様まで　※ランチ不可　
※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません

鶏ガラスープの水炊鍋、せり鍋が人気！：
4 名から 30 名まで 少人数のご宴会歓迎しております。

▲バリから直輸入で揃えた家具はいつま
でも居続けたくなるおしゃれな店内。
開放的なオープン席も。

炭火dining
醉蓮火 

厚木市愛名401-1
［営］木金土日11:30〜25:00、月火水15:00〜25:00
［休］不定休　　検索：酔蓮火 厚木　　https://www.suirenka.com/

☎ 046-280-4355

当店は地域に根ざしたつながりを大切にしていきたいという想いをカ

タチにしたお店。駅前とは差別化した、人が食事をする場所としてふさわ
しい自然の環境で木々のせせらぎや、虫の鳴き声、鳥のさえずり、土の匂
い、動物とのふれあいを感じさせる店舗になっております。皆様の憩い、出
会い、大切な人と交わる場を提供することを第一に考えた厚木発の新しい
ダイニングスタイル、ご興味の有る方は一度足を運んでください。 
必ず満足させる自信があります！
酔蓮火堪能コース2 時間飲み放題付き5,000 円（税込）、6,000 円（税込）、
7,000 円（税込）があります。宴会以外のご予約も随時お待ちしております。
詳しくは、Web か直接お電話お待ちしております。

焼　鳥 オープン席お一人様 5,000円〜 郊　外 4名様〜

飲み放題 2時間 分　煙 最大 30名
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●大皿をシェア！宴会コース〈飲み放題付〉 
　〈3 名様から〉5,500 円・6,500 円
● 1 人前（1 人皿）で楽しむ！食事コース〈料理のみ〉
　〈2 名様から〉4,000 円・6,000 円・8,000 円
　※表示価格は税別です

▲ソムリエが料理との相性を考え
選び抜いた極上のワインをどう
ぞ。フランス産から国産まで充実
した品揃えで、和フレンチとの贅
沢なマリアージュが楽しめます。

和フレンチ カドヤ

厚木市中町3-2-20
［営］ 17:30 〜 24:00（L.O.23:00） 
［休］日曜　　検索：和フレンチカドヤ厚木　　https://r.gnavi.co.jp/214rnx7w0000/

☎ 046-200-9044

鎌 倉の名店シェフの味、お箸で食べれるカジュアルな「和・フレンチ」。瑞々し

く新鮮で甘みたっぷりの「鎌倉野菜」をふんだんに使った料理は、味はもちろん
目にも嬉しい逸品ばかり。カドヤは鎌倉の名店で修行を積んだシェフの料理と
ソムリエ厳選のワインを同時に楽しめる食彩空間。食材の産地にも拘り、フレン
チをより身近に感じて欲しいとの思いから箸で食べれるようにアレンジしまし
た。忘新年会・記念日・誕生日・特別な日にはもちろん、普段のお食事にもお楽し
み頂けます！！キャッシュレス消費者還元制度が適用、クレジットカードご利
用で5％還元致します。

消費税サービス！宴会コース・食事コース
ご注文の方

飲み放題 鎌倉野菜

お一人様 4,000円〜 駅チカ 貸切 15名〜 2名様〜 フレンチ

2時間

※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください　※他サービスとの併用はできません

★キャッシュレス還元併用できます！最大15%お得！★
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　　　　元のお店を再発見！ をテーマに、地域密着型のフ
　　　　リーマガジンとして創刊した『厚木時間』は2019年
5月の発行号で50号の区切りを迎えました。地元で評判の
飲食店をはじめ、美容、カルチャーなどあらゆる分野の「良い
商品・サービス」にスポットを当てたお店紹介をメインに、企業
様とのタイアップ企画やちょっと視点を変えたコラムなど、
毎号工夫を凝らした誌面構成でお届けしています。読者から
いただく「これが無料？雑誌みたい！」は最高の褒め言葉です。

地

新しい仲間!

すっかり
おなじみ!

　　　　年、めざましく発展を続ける海老名。この街の魅力
　　　　や歴史を表面的ではなく、もっと深く掘り下げていき
たいと編集部は考えました。そこで誕生したのが『海老名時
間』。どの媒体にも載っていないレアな海老名と、みんなが知
りたい表の海老名。その両方を網羅したフリーマガジンを目指
して試行錯誤中です。「こんな情報知らなかった！」「地元が好
きになった」そんな読者からの言葉が私たちの励みです。

近

【発行元・各種お問い合わせ】　株式会社 日本デジタルワークス　☎046-229-0801／☎046-229-0819（編集部）　info@atsugi-time.com

厚木求人時間     
A t s u g i  R e c r u i t  T i m e

新しいカタチの
求 人 広 告

海老名求人時間     
E b i n a  R e c r u i t  T i m e

※月々払いも可能　

30,000円〜1回掲載
6ヶ月（3回掲載） 25,000円〜／1回

１年（6回掲載） 20,000円〜／1回

　  カセット広告（定型）

料金 1ページ　120,000円〜

※タイアップ広告の企画料、取材費、ライティング、
　制作費は別途お見積もりご提案いたします。

　  編集タイアップ広告

見開きページ　300,000円
1ページ　180,000円

　  求人広告

料金

※表示価格は全て税別です。『厚木時間』『海老名時間』両方にご掲載頂いた場合の割引もございます。詳しくはお問い合わせください。

　　　　    木時間』『海老名時間』に掲載し
　　　　　 ているリクルートページ「求人時
間」は、「企業自体のPRになる」「あなたのお店
のファンが増える」そんな新しいアドバタイズの
形。今の時代、人材を採用するのも育成するの
も大変な時間とコストがかかります。だからこそ

『厚 「失敗しない人選び、会社選び」が重要です。
　最近では設置と合わせてセグメント配布も
行っているため「今後仕事をしたいが今すぐは
難しい」といった転職潜在層にも直接リーチが
可能になりました。従来の求人にご不満がある
企業様・店舗様、ぜひ一度ご相談ください。

広告
掲載料金

▪️発 行 日：奇数月の15日
▪️仕　　様：A4サイズ・中綴じオールカラー
▪️ページ数：24〜36ページ
▪️発行部数：25,000部
▪️配布方法：厚木市内の専用ラック等に設置、戸別配布

▪️発 行 日：偶数月の15日
▪️仕　　様：A4サイズ・中綴じオールカラー
▪️ページ数：通常16ページ
▪️発行部数：25,000部
▪️配布方法：海老名市内の専用ラック等に設置、戸別配布
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今年のお歳暮は、 
桜肉で決まり。

女性にも喜ばれる
ヘルシー＆美味しい馬肉

プロのカメラマンが
貴店の特徴を隅々まで
撮影致します。

近年、注目を集めているスーパーフード、桜肉（馬肉）。高タンパク、
低カロリーは有名なお話。

商品は予算に合わせてご用意いたします。お気軽にお問合せ下さい。▲国産馬刺し食べ比べセット
　10,000 円（税抜）

◀青森、神奈川、熊本と同じ
部位でも産地によって驚くほ
どの違いがあります。ぜひ食
べ比べて、お好みの産地・部
位を探してみて下さい。

▪️まずは撮影前にお打ち合わせに伺います。
▪️納品方法：全撮影データをDVDで納品（サムネイルブック付）
▪️撮影費用：50,000円〜（出張費等込み）　

集　　　客の鍵を握る大切な宣材写真。メニュー画像、内観や外観、スタッ

　　　フなど、プロのカメラマンに撮影を任せてみませんか？ 撮影するの

は、本誌の表紙撮影などを担当するプロフォトグラファー本宮誠氏。上記

のさくら商店さんの写真も本宮氏が撮影しました。撮影したデータは全て

DVDに入れてお渡しします。

【問】 厚木時間・海老名時間編集部　☎046-229-0819

撮影協力：酔良亭 ばんばん（馬肉料理） 
☎046-404-0988

Shop 
Photo
Time

information

おいしい馬肉  さくら商店
☎ 046-210-3900
厚木市旭町3-16-9

［営］10:00〜18:00　［休］火曜
　info@oishiibaniku.com

牛肉に比べ、1/3 の脂肪量

豊富な鉄分は、鶏肉の 3倍

ビタミンAは、豚肉の 3倍

豊富なペプチドにより、美肌効果抜群

今注目のグリコーゲンが豊富で疲労回復
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「
美
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し
い
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ん
、

身
体
に
も
優
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。
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▲黒をベースにしたお洒落な和空間。人気の掘りごたつ座席は12名様までご利用可能です。

創作和食 居酒屋
旬彩和酒  撰

（しゅんさいわしゅ  せん）

厚木市旭町１-１-２ ケンタクビル２F
［営］ ランチ月〜金11:30〜14:00(料理L.O.13:30)、ディナー日〜木17:00〜23:00(料理L.O.22:30、ドリンクL.O.22:45) 、

金土祝前日17:00〜0:00(料理L.O. 23:30 ドリンクL.O. 23:45)   ［休］なし　 検索：本厚木 撰
https://www.shunsaiwashu-sen.com/

☎ 046-229-2389

大 切な方との宴会は、本当に美味い料理と本当に美味い酒を楽しめる撰の
宴会コースで決まりです！ 中でもおすすめは、久保田、八海山、越乃景虎など
プレミアムな日本酒6種を含む飲み放題2時間が付いた特別宴会コース。お酒
好きの上司が喜ぶ地酒のラインナップと食通も唸る絶品料理の数々で幹事さ
んの株も上がるはず。 なおコース内容はその日の仕入れ状況によって変わる
のでお気軽にお問い合わせを。貸切は最大30名様までOK！お電話でのご予約
は「厚木時間プラスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

和　室半個室有りお一人様 3,000円〜 駅チカ 4名様〜

飲み放題 2時間 和　食最大 30名

お一人様6,000円が 5,000円（税抜）に！ 
※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません

有効期限：2020年1月31日まで

今だけの本誌読者特典

プレミアム日本酒 2 時間飲み放題コース 5,000円（税抜）：
季節の小鉢、旬の刺身 5 点盛合せ、本日の西京焼き、海鮮サラ
ダ、若鶏と厚揚げと焼葱の治部煮、季節の揚げ物盛合せ、季節
の雑炊、漬物盛合せ

鍋が選べる（牛しゃぶ or 海鮮）4,500 円 （税別）： 
塩ゆで落花生、炙り豚のオニオンサラダ、海鮮八点盛り、華味
鶏つくね、茄子の花椒炒め、選べる鍋（黒毛和牛しゃぶしゃぶ
or 海鮮しゃぶしゃぶ）、天ぷら盛合せ、握り盛り込み、〆の麺

はだの・湯河原温泉
万葉の湯

秦野市河原町2-54
［営］24時間営業 　［休］年中無休　［駐車場］140台　検索：はだの 万葉の湯

https://www.manyo.co.jp/hadano/

☎ 0463-85-4126

年末年始は温泉でのんびり宴を楽しみませんか？

万葉の湯はだの館の忘新年会プランは、黒毛和牛しゃぶしゃぶ or 海
老、帆立、蛸が入った海鮮しゃぶしゃぶが選べるコース！お料理は
3,500 円（税別）〜、たっぷり味わえる宴会料理と宴会場が付いて大
変お得！選べる飲み放題プランは、2 時間 1,000 円・1,500 円・2,000
円とご予算に合わせて選べます。幹事さんには嬉しい、宴会オプショ
ンや、次回ご利用いただける平日ペアご招待券もプレゼント！
美味しい料理と温泉で 1 年の疲れをゆったり癒しましょう。

飲み放題 和　食2時間

最大 120名お一人様 5,000円〜 郊　外 3名様〜和　室

▲宴会＆宿泊がセットになったお得なプランも。
　（祝を除く日〜木限定）詳しくはお問合せを。

※ご宴会ご利用の方は入浴別途1,000円。表示価格は全て税別です。選べる鍋〈黒毛和牛しゃぶしゃぶ〉
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おすすめ！本場の味！モツ鍋 ： 本場九州から直接取
り寄せて作る味噌・醤油を使用して、濃厚で味わい深い
もつ鍋を完成させました。

黒獅子・白獅子
本厚木店

厚木市旭町1-1-5 2階
［営］月〜日、祝日、祝前日16:00〜翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）
［休］無休　 　検索：黒獅子・白獅子本厚木店　　https://www.shishimarugroup.com/

☎ 046-220-6946

口コミサイトで３年間 1 位を守り続けた神奈川ナンバーワンのもつ鍋は、

ぜひ食べてほしい満足必至の当店看板メニュー！ 他にもコラーゲン
たっぷりの水炊き、本 場九 州から取り寄せた厳選素材を使った九州
料理、朝穫れ鮮魚など、こだわりの料理を満喫できます。8 名様から
ご利用いただける完全個室はプロジェクター・モニターのほか、カラ
オケも完備！ 大人数でも楽しめちゃいます。ゆったり寛げる掘りごたつ
席 、ソファー席 などおしゃれな非日常空間で宴会はいかがですか？ 
忘新年会は 、選べる名物 鍋 各 種コースで心も身 体もあったまろう！ 
ご予算やシーンに合ったメニューやコースを豊富にご用意しております！ 
お昼の宴会などもお気軽にご相談ください！

飲み放題 最大 120名和　食 モツ鍋 忘年会2時間

完全個室お一人様 3,500円〜 駅チカ 2名様〜 貸　切

▲最大120名での宴会可能。
　完全個室で楽しむ宴会は、プロジェク
　ターもあって設備も◎！

DA ★ BUTCHERS スタンダードコース 飲み放題
セット 5,000 円（税込）：前菜 4 種盛り合わせ、シ―ザ―
サラダ、生ハムとモルタデッラ盛り合わせ、熟成肉と野菜の
クタクタ煮込みオ―ブン焼き、熟成牛ランプ肉＆熟成豚ロー
スのグリル、自家製ベーコン＆自家製ソーセージ盛り合わせ、
本日のパスタ、本日のデザート

▲ 天井が高く開放感のある店内は、さながらカルフォルニアのカフェ・ダ　
イナーのよう。臨場感たっぷりのフルオープンキッチンをより近くで楽　
しむなら、カウンター席がオススメ。

熟成肉バル DA★BUTCHERS
本厚木店

厚木市中町2-9-17 1F
［営］ランチ11:30〜15:00（L.O. 14:00）、ディナー17:00〜23:00（L.O. 22:00） 　［休］無休

検索：ダ・ブッチャーズ 本厚木　　http://gac2015.com/honatsugi/ 

☎ 046-259-8622

遠 赤外線による20 日間の熟成を経て、更に柔らかく且つ旨味を最大

限に引き出した業界初の『無カビ熟成肉』。他では食べられない新
ジャンルの熟成肉を抜群のコスパで提供するダ・ブッチャーズは、肉好
きなら絶対一度は足を運んでおきたいマストなお店。忘新年会にぴっ
たりなコースも充実しています！オシャレな空間で楽しいひとときを！

飲み放題 禁　煙 洋　食

お一人様 3,000円〜 駅チカ 洋　室 4名様〜 個室有り

本誌「厚木時間PLUS」を見て12/8までにご予約頂くと

飲み放題1時間延長！
3時間飲み放題！（ラストオーダー30分前）

※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません

有効期限：2019年12月8日まで

料理コース ： 4,400 円（税別）、5,500 円（税別）、6,600 円（税別）
とご用意しております。その他ご予算に応じてご提案させて頂
きます。飲み放題 2 時間 2,200 円（税別）（ビール、焼酎、サワー、
日本酒、ウィスキー、ソフトドリンク）※写真は 6,600 円コース。
仕入れ状況に応じて内容は変更になる場合があります。

▲人数に合わせた完全個室、
　イステーブル席、お座敷もございます。

割烹旅館
大進館

愛甲郡愛川町中津6890-1
［受付］9:00〜21:00
［休］無休　　検索：割烹旅館 大進館　　https://www.daishinkan.co.jp/

☎ 046-286-3322

田 んぼの中の一軒屋で、のんびりゆったりくつろげる大進館。手頃な価格で本

格的な会席料理を。全国日本料理コンクール文部科学大臣賞受賞歴のあ
る総料理長を中心に、地元の新鮮でかつ安心・安全な食材を使い、皆さま
が心からの笑顔になれる料理を心を込めておつくりいたします。カラオケ
5,000 円（税込）で歌い放題、貸し切り制入浴50 分何名でも2,000 円。送迎
バス完備、駐車場40 台。ご予算に応じてご相談ください。

お一人様 4,400円〜 和　室 会　席 5名様〜郊　外 個室有り

※お料理はその日の仕入れの状況によりメニューが変わる場合がございます。

11月末までにご予約の場合 1名様無料 ! !
※10名以上のご予約に限ります
※他クーポン・他サービスとの併用不可

有効期限：2019年11月30日まで
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赤から鍋とセセリ焼き定番コース飲み放題付き 
4,000 円（税抜） ： 〈枝豆、パリパリキャベツ、本日の一品、味
噌串カツ、からあげ、鍋トッピング（鶏 3 点盛）、 赤から鍋、
〆雑炊〉その他お手軽 3,500 円、豪華 4,500 円コースもあり

（小学生半額・幼児無料）※画像は 2 人前イメージです。

▲4名〜42名が利用可能な、堀りごたつ
　席の個室で宴会も!

赤から鍋とセセリ焼き
赤から 厚木小野店

厚木市小野2182-1
［営］11:30 〜15:00（料理L.O.14:30・ドリンクL.O.14:30）、17:00 〜22:00（料理L.O.21:00・ドリンクL.O.21:30）
［休］年中無休　　検索：赤から 厚木小野店　　http://www.miduhono.co.jp/akakara/5.html

☎ 046-270-3939

名 古屋味噌と唐辛子をブレンドした絶品スープの「赤から鍋」は辛さが11

段階から選べます。国産牛ホルモン、豚バラ、名古屋コーチン入りつくね、油あ
げ、豆 富、白 菜、も やし、白 ネ ギ、二 ラ …とたっ ぷり具 材、至 極 の 辛
味で旨さ極めた看板鍋、一番人気は赤3 番！トッピングをプラスして、お
好みの味で更に美味しく楽しめます。是非おためしください！また、赤か
ら名物「鶏セセリ」は、ぷりぷりの食感が絶品！ピリ辛の赤がおすすめ。さ
らに、ビールとの相性が抜群の、食べればわかる「鶏かわ」は、鶏皮のイ
メージが変わります。送迎サービスもございます。（応相談）

飲み放題 2時間 和　食

お一人様 3,500円〜 和　室 4名様〜郊　外 個室有り

3,500円～4,500円のコース限定

お料理1名様分無料!6名様以上のご予約で

※6名様以上のご宴会
※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません

有効期限：2020年1月31日まで
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コース内容 7,000 円コース（2 人前）（税込） ： 
前菜・キムチ盛り・サラダ・特選牛塩味 2 種 ( 上タン塩・前沢
牛 ) ・特選牛タレ味 3 種 ( 前沢牛 )・包み菜・スープ・デザート

▲落ち着いた雰囲気の店内、大人向け
　の料理で、ゆっくりと大人の時間を
　おすごしいただけます。

炭火焼肉酒房
海老名食堂 

海老名市中央1-7-1
［営］平日 16:30〜24:00（L.O.23:00）、土日祝 12:00〜15:00（L.O.14:00）、16:30〜24:00（L.O.23:00）
［休］年中無休　　検索：炭火焼肉酒房 海老名食堂　　https://www.ebinashokudo.com

（コースご予約は2日前まで）☎ 046-234-5115

炭火で岩手の前沢牛を堪能いただけます。「岩手前沢牛協会」登録店、

神奈川県では数少なく、稀少部位（牛）もご賞味いただけるお店です。と

ろける美味しさを是非お試し下さい！匂いも衣服につきづらく仕事帰り

にスーツなどで OK！5,000 円コース ( 税込 ) 〈前菜・キムチ盛り・サラダ・牛

タン塩・イベリコ豚のトントロ ・焼き野菜盛り・前沢牛 3 種・包み菜・スー

プ・デザート〉、7,000 円コース ( 税込 )〈写真〉、他単品メニューも多彩にご

用意。お料理のコースをご注文の場合オプションとして飲み放題を 2,000

円 ( 税込 ) でお付けできます。 お車でお越しの方は、ビナウォークの駐車

場をご利用いただけます。

2名様〜お一人様 5,000円〜 駅チカ 個室有り

飲み放題 2時間 ランチタイム禁煙 ディナー喫煙可

一緒に働く仲間を募集中です !
※詳しくはお問い合わせ下さい！

ポルケッタがメインのコース〈2 時間飲み放題付〉
4,000 円（税抜） ： 当店の人気の品々を詰め込んだボリュー
ム満点なコース。＋ 300 円（税抜）で 30 分延長、＋ 500 円（税
抜）で 60 分延長できます。 

▲気軽にまったりアットホームなカウン
　ター席のある1Fはお一人様でも。

Dining Bar Booze
（ダイニングバー ブース）

海老名市中央3-2-38テイクワンA号館
［営］ランチ：火・水・木11：30〜15：00(L.O.14：30)、ディナー:月〜木17：00〜25：00(FOOD L.O.24：00、

DRINK L.O.24：30)、金・土17：00〜26：00(FOOD L.O.25：00、DRINK L.O.25：30)
［休］日曜　　検索：DiningBarBooze海老名　　https://www.facebook.com/DiningBarBooze/

☎ 046-235-4133

30分延長無料！
ご宴会コースご予約のお客様に限り ※8名様以上　※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください

※他サービスとの併用はできません
有効期限：2019年12月29日まで

お一人様 2,500円〜 駅チカ 貸切 15名〜 洋　室 2名様〜

飲み放題 2時間〜 肉 洋　食

デラックスコース 6,000 円〈3 時間〉（税込） ： 
秋の夜長を華やかに！！PUBLIE の魅力を最大限詰め込ん
だこちらのコース！量にも質にもこだわった、お腹も心も満
たす贅沢コースです！ご希望に応じて、主役の方のデザート
はメッセージプレートに変更可能！

Cafe&Barbecue Diner
PUBLIE

（パブリエ）

海老名市扇町5-7 1F
［営］月〜土/祝前日：11:00〜23:00（L.O.22:00）、日/祝日：11:00〜22:00（L.O.21:00）
［休］不定休　検索：Cafe&BarbecueDiner PUBLIE　　　https://ricohfuturehouse.jp/1f-cafe/

☎ 046-240-7929

ランチ主婦やママ会でのご利用が多く、お子様連れでも

安心できる広々した開放的な空間。また、近隣企業の方々の

打合せでのカフェのご利用も。ディナータイムは近隣企業の

貸切パーティーやご家族、お友達など幅広い層でご利用い

ただけます。各種コースも充実したラインナップ、飲み放題

はプレミアム3 時間コースもあります。結婚式二次会など各

種宴会など、音響設備も充実しているので、様々な演出もお

任せください。イベントやパーティーでの利用はお気軽にお

問合せください。

お一人様 2,000円〜 洋　室 3名様〜駅チカ 個室有り

飲み放題 3時間 禁　煙 洋　食 貸　切 最大 180名

▲個室、テラス席、全体貸切（70〜180名）、エリア貸切
　（３0〜59名）、ビュッフェプランもございます。
　様々な場面でご利用いただけます。
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季節のおまかせコース 7,000 円（税抜） ： 
「この料理に何の酒を合わせるか」ではなく「この酒に何を合

わせるか」に特化した料理です。食材は地元海老名、神奈川
の農産物と三陸の海産物を。さらには相模湾の海産物や地
域の畜産農家による牛肉・豚肉も使用。味覚にも視覚にも嬉
しい「もっと自由にもっと楽しく」がテーマのコースです。

蔵元佳肴
いづみ橋

海老名市扇町12-33 フィールズ三幸 1階
［営］火〜金17：30〜22：30 、土16:00〜22:30、日・祝日14：00〜20:30
［休］月曜（ひと月６日の定休日）　　検索：蔵元佳肴 いづみ橋　　http://izumibashi.com/kakou/

☎ 046-240-9703

蔵元自らが自蔵の酒に合わせた料理を作る、「酒を飲む」ということを前提

にしたレストラン。お料理は季節のおまかせコースの 1 種類のみで、価格は
季節・内容によって変わります。それにあわせて、お任せで日本酒をお出しす
る「酒のペアリング（7〜8種）コース」は、3,000円（フル、600ml程度）と2,000円

（ハーフ、300ml 程度）の２つをご用意しています（それぞれお楽しみ頂く日本
酒の種類は同じです）。お酒は飲めない、たくさんは飲めない、という方には
単品やノンアルコールメニューもございます（料金は全て税別）。

▲「日本酒ペアリング」コースは季節の
料理に最も合う泉橋の日本酒を提案
してくれます。その時々の旬な素材
を使ったお料理はほぼ毎日メニュー
が変わります。

（予約専用046-205-0128）

ご予約4名様以上で
ウエルカムドリンクサービス！

※ご予約時に厚木時間プラスを見たとお伝えください
※他サービスとの併用はできません 有効期限：2020年1月31日まで

和　食 個室有り

お一人様 7,000円〜 駅チカ 3時間2名様〜洋　室 禁　煙



地元の魅力を再発見！　地域密着のフリーペーパー
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