
バーナーでこんがり、
できたてをどうぞ

Live

詳しくはHPをご覧ください。

第七弾

呑楽 み 食楽 べ

冬の陣

11：00～14：30（L.O.14：00）　　　    17：00～22：00（L.O.21：00）営業時間／

外線：0566-62-0332　内線：5970-601外線：0566-62-0334　内線：5970-603

手指の衛生
地球にやさしく、

お客様に安全・安心を

体温測定と健康状態の確認

飛沫対策 ３密の回避

空気の循環

D-Square
だから
安全・安心

「ディースクエア」全店舗、
あいスタ認証を取得し、
星3つを獲得しています。

4,000円（税込）

・あんきも豆腐 薬味 割ポン酢
・お造り（昼：2点／夜：3点）
・鰈柚庵焼き 叩き長芋
・あったか鍋（3種からチョイス）
 ①石狩鍋　②合鴨のハリハリ鍋
 ③2種団子のちゃんこ鍋（海老真丈・鶏つみれ）

・揚物 海老小1本 野菜3種
・食事 昼：白飯・ご飯のお供3種・赤出汁 
 　　  夜：握り寿司3貫・赤出汁
・甘味

2名様より 3営業日前までの要予約

フリードリンクセット 5,500円（税込）　

6,600円（税込）

・先付け 季節の前菜3点盛り
・お造り てっさ
・鍋物 てっちり
・揚物 ふぐの唐揚げ

・食事 雑炊
・甘味 フルーツ 珈琲

匠のふぐ会席
2名様より 3営業日前までの要予約

オプション
ひれ酒 1,200円、白子焼き 1,530円

『楽呑み楽食べ』 一品料理
1名様より

・あったか鍋　　
　石狩鍋
　合鴨のハリハリ鍋
　2種団子のちゃんこ鍋
　　  あいち牛すき鍋
・河豚の唐揚げ

・風呂吹き蕪含ませ煮
・揚げ銀杏
・鰤の照焼き
・鰤の塩炙り
・海鮮と米茄子のチーズ焼き
 追いチーズ

500円
800円
800円
800円

500円

600円
600円
600円
900円
700円

11/1 火 日12/25 12/7 水 日12/25

1/10 火 日2/12

『あったか鍋！』
選べる楽鍋御膳

11/1 火 日12/25

石
狩

鍋
の味
変バター

ち
ゃ
ん
こ

鍋の
味変柚

子おろし

冬に欠かせ
ない、あつあ

つお鍋。

個性あふれ
る3種から

お好きなお
鍋をチョイス

！

炭酸でつくる
自由なビール

定番ビアボール



デンソーでは社会に存在する様々な課題に対し、
事業活動を通じてSDGsの達成に貢献しています。

ディースクエアではフードロスの取り組みとして
お料理の事前予約をお勧めします。

Farm to Table
規格外食材

不揃い野菜だって
おいしく食べられる！

地産地消食材
Imperfect Produce

愛知の
おいしい食材を満喫！

DENSO
Sustainable Honey

デンソーの
サステナハニー

炭酸でつくる
自由なビール

定番ビアボール
レモンビアボール

3,000円（税込）
  あったかブッフ・ブルギニョン
  あったか魚介料理
  あったかオニオングラタンスープ
・あったかポンデケージョ
  あったか特製アップルパイ
・スペシャルサラダ＆前菜

2名様より

3営業日前までの要予約
※食材入荷状況により、
　前日予約可能

5,000円（税込）
・百合根のムース パルミジャーノを添えて
・合鴨の自家製パテドカンパーニュ ベジダイニング風
・ズワイガニと白菜のポタージュ
  生パスタ トスカーナ風肉のラグー
・魚介のポワレ シャンパンヴィネガーソース
・国産牛のビステッカ
・スノーマンが溶けちゃう前に

2022クリスマス ディナーコース
2名様より 3営業日前までの要予約

※食材入荷状況により、前日予約可能

12/1 木 日12/25

冬のあったか
ガストロノミープレート

11/1 火 木12/22

あったかブッフ・ブルギニョンに
ラクレットチーズをおかけします！

Live

あったか豪華メニューのスペシャルプレート



3種のチーズが溶け合う、
濃厚な味わい

Live

1,500円（税込）

【11月1日～11月30日】
・ハンバーグステーキ 牛バラのシチュー煮込み

【12月1日～12月25日】
・ハンバーグステーキ
 ブロックベーコンとキノコのシチュー煮込み

・本日のスープ
・パンorライス
  彩サラダ
・お飲み物
・プラス￥200でおまかせデザート

1名様より

3,000円（税込）

・オードブルバリエ
 蕪のポタージュスープ 柚の香り
・フィルムで包んだシーフードのブイヤベース
 牛タンの赤ワイン煮込み 地元野菜とチーズソース

・特製パン
・おまかせデザート
・コーヒー又は紅茶

リュクスディナー
1名様より 3営業日前までの要予約

・アミューズ
  海の幸のリース仕立てポン酢のエスプーマ
・オニオングラタンスープ
・殻付きオマール海老のポワレに鱈の白子のパネ
 クレームドゥオマール

・国産牛フィレ肉のポワレ
 トリュフ香るペリグーソース
・特製パン
・パティシエからの贈り物
・コーヒー又は紅茶

クリスマスコース
5,500円（税込）2名様より 3営業日前までの要予約

11/1 火 水12/21 12/22 木 日12/25
ランチ 3,000円（税込）　12/1（木）～12/25（日）

シチューハンバーグランチ

11/1 火 日12/25

デンソーでは社会に存在する様々な課題に対し、
事業活動を通じてSDGsの達成に貢献しています。

ディースクエアではフードロスの取り組みとして
お料理の事前予約をお勧めします。

Farm to Table
規格外食材

不揃い野菜だって
おいしく食べられる！

地産地消食材
Imperfect Produce

愛知の
おいしい食材を満喫！

DENSO
Sustainable Honey

デンソーの
サステナハニー
デンソーの
サステナハニー

ポルチーニ香るシチューと
二日間煮込んだビーフシチューで
冬のランチをほっこり過ごす。



さっぱりとした鶏の旨み味わう上海風、
旨辛がクセになる四川風。

二つの火鍋で体の芯から温まる。

3,500円（税込）
・旬を感じる前菜
・豚ヒレ肉の黒酢酢豚
・渡り蟹とブロッコリーの卵あんかけ
・揚げ物盛り合わせ

・セレクト 火鍋（上海風又は四川風）
・ご飯物
・季節のデザート

2名様より 3営業日前までの要予約

11：00～14：30（L.O.14：00）　　　    17：00～22：00（L.O.21：00）営業時間／

外線：0566-62-0331　内線：5970-607外線：0566-28-5951　内線：5970-611

詳しくはHPをご覧ください。

手指の衛生
地球にやさしく、

お客様に安全・安心を

体温測定と健康状態の確認

飛沫対策 ３密の回避

空気の循環

D-Square
だから
安全・安心

「ディースクエア」全店舗、
あいスタ認証を取得し、
星3つを獲得しています。

あったか火鍋セット

12/1 木 日12/25

トッピング追加有り

単品 2種類（上海風・四川風）の火鍋（3～4人前）

\ 単品鍋もご用意 /

・白菜 100円
・ラーメン 150円
・雑炊セット 150円

・牛しゃぶ肉 600円
・鶏肉 300円
・鮟鱇 300円
・豆腐 100円

・白ネギ 100円
・エリンギ 100円
・青梗菜 100円
・紛条春雨 100円

2,500円（税込）

11/1 火 水11/30

北京ダック単品（1羽 12枚） 北京ダックを愉しむバラエティーセット

通常 8,000円（税込） → 2,000円（税込）
2名様より 3営業日前までの要予約

3,500円（税込）

丸々1羽の北京ダックを
目の前で切り分けてくれる

Live
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