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「＃外食はチカラになる」店舗特別特典 
※10月 14日時点で予定している特典です。店舗によって期間・内容が一部異なる場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO ブランド名 特典

1 OUTBACK STEAKHOUSE 最高の笑顔でお迎えいたします

2 甘太郎
・ドリンク半額（瓶ビール・ボトル除く）
・中落ちカルビ焼き！サイコロステーキ150ｇ税込み1,099円 → お値段そのままでなんと倍量！300ｇ
※上記いずれかの特典内容となり、店舗により特典内容が異なります。

3 ABRI 秋の味覚祭り/秋の天ぷらBIG4握り680円
4 磯丸水産 ワンドリンクサービス

5 いろはにほへと

・生ビール（中）・ハイボール190円（税込209円）
・新規LINE友だち追加で300円引き
・人気の定番おつまみ3品セット（明太ポテトサラダ 税込385円、自家製焼ぎょうざ 税込429円、帆立バター醤油焼き 税込495円）を
税込1,000円
※上記いずれかの特典内容となり、店舗により特典内容が異なります。

6 魚河岸 秋の味覚祭り/秋の天ぷらBIG4握り680円
7 海転寿司丸忠 秋の味覚祭り/秋の天ぷらBIG4握り680円
8 海へ 新規LINE友だち追加で500円引き
9 ウルフギャングパック 最高の笑顔でお迎えします
10 大戸屋 大戸屋アプリで日替わりキャンペーンクーポン配信

11 お好み焼き本舗

①フォロー＆リツイートキャンペーンTwitterの『お好み焼本舗』公式アカウントをフォローのうえでメッセージをリツイートしてくださ
い。
②#投稿キャンペーンTwitter または Instagramのお好み焼本舗公式アカウントをフォローのうえでハッシュタグ#外食はチカラになる
#おこほん　を付けて商品もしくはお食事を楽しんでいる画像を投稿してください。
①または②にご参加いただいた方から抽選で300名様に公式アプリで使える10%割引クーポンをプレゼントいたします。
（キャンペーン期間：10月14日～11月30日）

12 温野菜 最高の笑顔でお迎えします
13 海鮮アトム まぐろ三昧（税込み528円→税込み428円）
14 廻転すし 海へ まぐろ三貫（税込 418円 → 税込318円）
15 かつ時 牡蠣ミックスフライ定食100円引き（税込み1,690円 → 税込み1,590円） ※平日15時まで限定 祝日除く

16 かっぱ寿司 かっぱ寿司アプリクーポン「外食はチカラになる100円OFF」ご提示で1組100円OFF ※税込1,000円以上ご利用 ※かっぱ寿司アプリの
無い方は、要アプリダウンロード＆会員登録）

17 かつや 限定メニューの販売「全部のせソースカツ丼」890円(税込979円)※一部店舗では販売しておりません

18 カプリチョーザ 「＃外食はチカラになる」と「＃カプリチョーザ」をつけたSNS投稿をした方は、3,000円（税込）以上のご利用料金から5%OFF
※店舗により内容が変わる場合がございます。

19 鎌倉パスタ 鎌倉プレミアムコース税込330円引き
20 かまどか 「五目釜めし」100円引き ※日吉店、三軒茶屋店は「鶏釜飯」※他サービス、クーポンとの併用可能 ※人数分の皿数まで
21 からやま 限定メニューの販売「ガツ盛りパワープレート」890円(税込979円)※一部店舗では販売しておりません
22 カルビ大将 ドリンクバー100円引き（税込 328円 → 税込228円）
23 がんこ炎 ドリンクバー100円引き（税込 328円 → 税込228円）※ランチタイム除く
24 牛角 熟成上ロースステーキ100円引き（1組1皿）※他クーポンと併用不可
25 牛角食べ放題専門店 最高の笑顔でお迎えします
26 牛角焼肉食堂 最高の笑顔でお迎えします

27 ぎんぶた
・生ビール（中）・サワー各種・ハイボール190円
・串焼き5種盛り税込み638円 → 明日への活力！税込み500円
※上記いずれかの特典内容となり、店舗により特典内容が異なります。

28 串カツ田中 笑顔と活気増量中！

29 幸楽苑

①朝メニュー特典：麺類大盛り無料・中華そばクラシックセット2品、濃厚バニラアイスプレゼント（AM8時～AM11時限定）
②学割：選べるらーめん1品+サイドメニューorデザート+ドリンク1品/税込550円（平日15時～18時限定）
③夜割：お得なファミリーセット販売（17:30～ラストオーダー限定）
④キャッシュレスキャンペーン10/16(土)～11/15(月)期間中、幸楽苑でキャッシュレス決済し、ご応募いただいた方の中から抽選で75
名様にプレゼント
⑤お子様キャンペーン11月1日（月）～お子様セットが平日無料、土日100円引き※お子様連れが対象。お子様は１会計2名様まで

30 さくら情緒食堂 ドリンクバー無料
31 三間堂 生ビール（中）・ハイボール190円（税込209円）
32 3・6・5酒場 餃子半額
33 時遊館 カラオケルーム料金半額 ※曜日、時間帯問わず半額対応 ※割引上限1グループ2,000円まで ※他のサービス、割引との併用不可
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NO ブランド名 特典

34 寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵

①フォロー＆リツイートキャンペーンTwitterの『ゆず庵』公式アカウントをフォローのうえでメッセージをリツイートしてください。
②#投稿キャンペーンTwitter または Instagramの『ゆず庵』公式アカウントをフォローのうえでハッシュタグ #外食はチカラになる #ゆ
ず庵 を付けて商品もしくはお食事を楽しんでいる画像を投稿してください。
①または②にご参加いただいた方から抽選で1,000名様に公式アプリで使える10%割引クーポンをプレゼントいたします。
（キャンペーン期間：10月14日～11月30日）

35 SCHMATZ サンキューの気持ちを込めて本日のビールが390円（税込・数量限定・お一人様1杯まで）
36 新橋亭 紹興酒ポットでサービス
37 ステーキ宮 ドリンクバー38円（ランチタイム240円税込→38円税込、ディナータイム319円税込→38円税込）
38 炭焼き牛たん東山 ソフトドリンク1杯無料
39 せたが屋 Twitter、Instagram＃キャンペーンに参加の方はトッピングサービス実施
40 暖や 960円以上の御膳メニューご注文のお客様にデザートプレートサービス※小春御膳のお客様にはソフトドリンク1杯サービス
41 千吉 10/25よりちゃんぽんカレーうどん250円引き　※一部店舗対象外
42 千房 道頓堀焼200円OFF

43 千房elegance（琥千房・華千
房・舞千房）

・華 千房 恵比寿ガーデンプレイス店 ：華コース8,800円⇨8,000円（税込）
・舞 千房 イクスピアリ店 道頓堀焼200円OFF

44 炒王 毎月29日（肉の日）肉あんかけチャーハン180円引き
45 ちゃんぽん亭総本家 すべてのちゃんぽん類の野菜大盛り無料（11月3日まで）

46 デニーズ
・第一弾特典：10月14日（木）～11/30（火）「デミ煮込みハンバーグ」をライス付きで、本体価格1,048円→777円
・第二弾特典：12月1日（水）～12月12日（日）「Wビーフのグリル（カットステーキ＆All Beefハンバーグ）～選べるソース」をライ
ス付きで、本体価格1,598円→999円

47 天丼てんや・天ぷらてんや オフィシャルサイトへクーポンを掲載。モバイルにてクーポン画面を提示した方は「海老天」1本無料　 ※一部店舗は対象外
48 TONY ROMA 「＃外食はチカラになる」と「＃トニーローマ」をつけたSNS投稿をした方は、食後のコーヒー1杯サービス
49 土間土間 「トリュフ香るフォアグラと熟成牛のステーキ ロッシーニ風」100円引き※他サービス、クーポンとの併用可能※人数分の皿数まで
50 鳥貴族 最高の笑顔でお迎えします！
51 鶏千 10/29より1週間 から揚げ弁当倍盛りキャンペーンを実施
52 鳥の蔵 新規LINE友だち追加でお会計より5％引き
53 とりの助 とりの助公式アプリで「＃外食はチカラになる」限定の特別なクーポンを配信
54 とんかつ神楽坂さくら 最高の笑顔でお迎えします
55 とんかつ濱かつ 最高の笑顔でお迎えします
56 鍋ぞう 飲み放題10％OFF ※ピーカチ会員登録して頂いたお客様
57 にぎりの徳兵衛 まぐろ三昧（税込528円→税込428円）
58 NijyuMaru ドリンク半額（瓶ビール・ボトル除く）
59 ねねや 乾杯ビールサイズアップ（中ジョッキ税抜き390円のお値段で、大ジョッキ税抜き550円が飲める）

60 HARD ROCK CAFE 「＃外食はチカラになる」と「＃ハードロックカフェ」をつけたSNS投稿をした方は、ナチョスをご注文でグリルドチキントッピング
サービス

61 はなまるうどん テイクアウト20％OFF、うどん1杯ご購入で天ぷら1品無料など地域によって異なります※実施しない店舗があります

62 BUBBA GUMP 「＃外食はチカラになる」と「＃ババガンプシュリンプ」をつけたSNS投稿をした方は、シュリンパーズ・ネットキャッチを増量サービ
ス

63 ばり馬 ばり馬公式アプリで「＃外食はチカラになる」限定の特別なクーポンを配信
64 BARBACOA 飲み放題10％OFF
65 パン工房 最高の笑顔でお迎えします
66 贔屓屋 生ビール（中）・ハイボール190円（税込）
67 飛車角 最高の笑顔でお迎えします
68 美酒寧々家 寧々家伝統の海老マヨ税込み715円をお値段そのままで倍盛りサービス
69 風雲丸 風雲丸公式アプリで「＃外食はチカラになる」限定の特別なクーポンを配信します
70 FOODHALL KITEKI 最高の笑顔でお迎えします
71 ぶっちぎり酒場 最高の笑顔でお迎えします
72 フライングガーデン 期間限定メニュー超大型爆弾ハンバーグ販売

73 ぷれじでんと千房

・南本店：千房焼、千房焼そばを2,640円→2,000円
・北店：ケンゾーエステイトのワインを1本あたり3,000円値引き
・シェラトン都ホテル大阪店：千房焼、千房焼そばを2,640円→2,000円
・オー・エム・ホテル日航ビル店：ケンゾーエステイトのワインを1本あたり3,000円値引き
・大丸心斎橋店：ケンゾーエステイトのワインを1本あたり3,000円値引き
・琥 千房 虎ノ門 ：ケンゾーエステイトのワインを1本あたり3,000円値引き

74 フレッシュネスバーガー アボチ＋プレミアムドリンクセット通常価格より10%OFFとなる1,150円（税込）で提供
75 フレンチーナ 最高の笑顔でお迎えします
76 北海道 生ビール（中）・ハイボール190円（税込209円）



    

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO ブランド名 特典
77 ほのぼの横丁 最高の笑顔でお迎えします。
78 松のや 松弁ポイント20％還元（10/19～11/9）
79 松屋 松弁ポイント20％還元（10/19～11/9）

80 丸源ラーメン

①フォロー＆リツイートキャンペーンtwitterの『丸源ラーメン』公式アカウントをフォローのうえでメッセージをリツイートしてくださ
い。
②#投稿キャンペーンTwitter または Instagramの『丸源ラーメン』公式アカウントをフォローのうえでハッシュタグ#外食はチカラにな
る #丸源ラーメンを付けて商品もしくはお食事を楽しんでいる画像を投稿してください。
①または②にご参加いただいた方から抽選で2,000名様に公式アプリで使える10%割引クーポンをプレゼントいたします。
（キャンペーン期間：10月14日～11月30日）

81 MO-MO-PARADISE LINE登録していただいたお客様は飲み放題10％OFF

82 やきとりセンター
・生ビール（中）・サワー各種・ハイボール190円
・串焼き5種盛り税込み638円 → お財布に元気！税込み500円
※上記いずれかの特典内容となり、店舗により特典内容が異なります。

83 焼肉きんぐ

①フォロー＆リツイートキャンペーン:twitterの『焼肉きんぐ』公式アカウントをフォローのうえでメッセージをリツイート
②#投稿キャンペーン:Twitter または Instagramの焼肉きんぐ公式アカウントをフォローのうえで#外食はチカラになる　#焼肉きんぐ
を付けて商品もしくはお食事を楽しんでいる画像を投稿
①または②にご参加いただいた方から抽選で3,000名様に公式アプリで使える10%割引クーポンをプレゼント（期間:10/14～11/30）

84 吉野家 牛カルビ定食598円（税込657円）、牛皿・牛カルビ定食698円（税込767円）など定食・御膳・鍋膳10%OFF
※店内飲食のみ　※朝4時～11時を除く

85 YONAYONA　BEER WORKS オリジナルローストチキン10％OFF

86 ラパウザ LINE友だち登録でドリンクバー1円(税込)orミニポテト1つプレゼントorバニラアイス1つプレゼント※ドリンクバー未実施店舗はソフト
ドリンク1円(税込)1杯のみ

87 リンガーハット 最高の笑顔でお迎えします

88 ロイヤルホスト ロイヤルホスト公式アプリに＃外食はチカラになる限定クーポンを掲載（クーポン画面を提示した方はCABのアンガスサーロインステー
キ 225gを250円引き/ 450g（ワンポンド）を500円引き）

89 和牛ステーキ桜 お好きなソフトドリンク税込み275円が１杯無料


