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Information & Topics

各店舗やイベントの最新情報は、
ホームページでご確認ください▶

トラッド目白

葉書料額 63円切手 →  60円
封書料額 84円切手 →  80円
通常葉書 63円      →  60円

レターパックライト 370円 → 350円
レターパックプラス 520円 → 500円
スマートレター      180円 → 175円

※お支払いは現金のみとさせていただきます。

※ご予約は、3営業日前までの11時～18時に承ります ※休館日：毎週月・火曜日

2F エスケースタンプ ☎ 03-3980-8000

ベビーの時から始められて、中学生まで続けられる、全クラス外国人講
師が担当するこども英会話教室です。教室の受付には、日本人講師が常
駐して、様々な場面にてサポートするので安
心です。ただ今、お得な秋キャンペーン実施
中！まずはお気軽に無料体験レッスンにご
参加ください。＜講師はマスクを着用いたします＞

郵便局よりもお得にご購入いただけます。大量購入の際
にはご相談くださいませ。

マスク、検温 共用部の消毒 座席等の間隔

扉の開放、換気 混雑時の入場制限 共用設備の利用制限

ウイルス感染予防をはじめ、からだの健康づくりにはお口のケアが重
要なことをご存知でしょうか。目白ハイマート歯科は、かかりつけ歯
科医院として、常に良い口
内環境を保てるようスタッ
フ一同サポートさせていた
だきます。

感染症対策 施設としての取り組み

2F セイハインターナショナルスクール
☎ 0120-815-718

2F 目白ハイマート歯科
☎ 03-5950-1426

【営業時間】 12時～20時4F アンジェロコート東京
☎ 03-5957-5516

日本有数のクラシカル・バレエ団「小林
紀子バレエ・シアター」附属バレエス
クール。初心者の方でもバレエを段階的
に学べます。距離をとって行う分散レッ
スンですので、安心してご参加ください。

B2F 小林紀子バレエ・シアター／小林紀子バレエアカデミー
☎ 03-3987-3648 

郵便局よりもお得！切手、葉書、
レターパックなどをもっと身近に使いやすく

入会金35円（税込）！好評につき10月末まで延長
 こども英会話教室 秋キャンペーン 

からだの健康は、お口のケアから！

感染症対策として分散レッスンを開催中！
 初心者も大歓迎の本格バレエスクール
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SHOP

トラッドタイムズ 2020 AUTUMN

AUTUM
N EDITION 2020

イタリア・シチリア島にある4つ星ホテル「La Foresteria」グランドシェフのアンジェロ・プリミ
ア氏が統括する海外一号店がついにオープン。シチリア島の郷土料理と、島No.1のワイナ
リー「PLANETA」にまつわるワインのマリアージュをお楽しみいただけます。感染症対策を
考慮した、広く贅沢な空間で、ぜひ地中海の味覚を味わってください。

安心、快適な広い空間で目白の自然を眺めながら美食を味わう。

■配布期間：9月18日（金）～
■ご利用期間：9月18日（金）～10月18日（日）

9月18日(金)から、1会計につき1枚、
抽選付きスクラッチカードをプレゼント！
合計2,100名様に館内の店舗で使え
るクーポンが当たります！（総額120
万円分）

合計２，１００名様にその場で当たる！
 秋のグルメスクラッチキャンペーン開催

※準備数なくなり次第終了

※画像はイメージです

200¥ COUPONTRAD MEJIRO
館内でのお買い物にご利用いただけます。

500¥ COUPON
TRAD MEJIRO

館内でのお買い物にご利用いただけます。

1,000¥
COUPON
TRAD MEJIRO

館内でのお買い物に
ご利用いただけます。

2,000
¥

COUPON
TRAD MEJIRO

館内での
お買い物

にご利用
いただけ

ます。
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モダンシチリア料理レストラン「アンジェロコート東京」 

9月4日（金）グランドオープン！
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秋の幕の内 ￥2,268（税込）

［お引渡し時間］11時30分～14時、17時30分～20時
※2日前までの予約で2人前から
☎ 03-5927-1606

秋の味覚を詰め込んだ、ミシュラン掲載店の幕の内弁当です。
※写真はイメージです

目白 旬香亭

カプリチョーザ　¥1,628（税込）

［提供時間］ 11時～15時、17時～20時
［期間限定］ ～10月31日(土)まで
☎ 03-5956-2037

ベーコン、きのこ、アーティーチョーク、オリーブ
など人気の食材が味わえる本格ピッツァです。

ニカラグア サンタアナ 珈琲豆400g（豆・挽き）

［お引渡し時間］ 9時～21時  ※変更となる場合がございます
［期間限定］ ～9月30日(水)まで ※売り切れる場合がございます　☎ 03-6907-0368

珈琲豆の名産地ヒノテガ地区で90年以上の歴史を誇る伝統ある
農園産。100％手摘みの珈琲です。

宮越屋珈琲 目白店

特別価格 ¥1,500（税込） 通常価格 ¥3,024（税込）
TAKE
OUT!

TAKE
OUT!

ピッツァセット
¥2,580（税込）

［お引渡し時間］ 11時～15時、17時～20時 
［期間限定］ ～9月30日(水)まで 
☎ 03-5956-2037

好評のピッツァセットがさらにパワー
アップ！ボスカイオーラ、チーズポテト
フライ、シーザーサラダのセットで、お腹
もココロも大満足まちがいなし!

PIZZERIA 37
〔ピッツェリア トレンタセッテ〕

1F

TAKE
OUT!

おうちでも
お店でも

TRAD MEJIRO

トラッド目白公式LINEでも配信中！
お得な情報や、お店の最新情報は

友達登録がまだの方は
QRコードから
アクセスしてください

プレミアムパフェゴールドマロン
¥3,300（税込）
贅沢にたっぷりの栗を使用し、キャラメルのようなブロン
ドチョコレートを合わせた、土日・祝日限定のプレミア
ムなパフェです。
［提供時間］11時～18時　［期間限定］  材料がなくなり次第終了
 土日・祝日限定！  ☎ 03-3988-1321 

Pâtisserie & Chocolat Bar
DEL'IMMO〔デリーモ〕

Eat in & Take out
Trad Times 2020 Autumn

Autumn Menu

楽コース　¥3,960（税込）

［提供時間］ ディナータイム～19時30分まで
☎ 03-6914-3880

秋のお野菜をふんだんに使った料理を堪能い
ただけます。 ※飲み放題も追加できます

あえん

1F

1F

2F

2F

1F

アンチョビポテト　¥302（税込）

［期間限定］ 原材料がなくなり次第終了 ☎ 03-6907-0275

アンチョビの芳醇な旨みとお芋のホクホク感が、サクサク
のデニッシュ生地の風味とよく合います。アペリティフに
おすすめです。目白店限定の商品。

Johan〔ジョアン〕

9.4
GRAND
OPEN
グランドオープン！

［提供時間］  ランチ12時～15時（14時ラストオーダー）、
　　　　　　ディナー17時～21時30分（19時30分ラストオーダー）
［期間限定］  9月4日（金）～　☎ 03-5957-5516

本場のシチリア料理を、さらに美味しく、美しくアレンジ。一品一
品テーブルに運ばれる度、その佇まいとお味に感動が訪れます。
まるで美食の旅をしているかのようなディナーを是非。

モダンシチリア料理 ディナーコース ¥7,000（税込）

アンジェロコート
東京

4F

オープン記念としまして、9月にご来店のお客様には「食前酒グラスシャンパン」プレゼント!


