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「XEX（ゼックス）」やイタリアンレストランの「SALVATORE CUOMO（サルヴァトーレ クオモ）」などを手掛
ける株式会社ワイズテーブルコーポレーション（代表取締役社長 :船曵 睦雄、本社：東京都港区赤坂）が運営する
「 XEX ATAGO GREEN HILLS 」「 XEX TOKYO 」「 XEX 日本橋 」にて2022年5月16日(月)より大好評の
ストロベリーブッフェがシトラス系フルーツを使用した爽やかなブッフェと登場いたします。

ストロベリーとシトラス系フルーツで爽やかな
『XEX SUMMER ブッフェ』を

2022年5月16日(月)よりスタートいたします

この夏は『 XEX SUMMER ブッフェ』で見た目も鮮やかなシトラスフルーツ × ストロベリーブッフェを存分
に愉しもう！レモンやオレンジなど甘酸っぱく水々しいフルーツをふんだんに使用し、夏らしくさっぱりと仕
上げたスイーツ達と大好評のストロベリーブッフェが合わさったラインナップでご用意。「レモンショート
ケーキ」や「オレンジとシトラスのレアチーズムース」は甘くさっぱりと、「カンノーリ リコッタ苺クリー
ム」や「苺のカッサータムース」は苺の甘酸っぱさが際立つスイーツに仕上げています。他にもまだまだパ
ティシエ自慢のスイーツを多数ご用意しております。また、自慢のイタリアンに各店おすすめの豪華肉料理や
シーフードが加わり、ブッフェ料理もグレードアップ！XEX ATAGO GREEN HILLSでは人気のローストビー
フをこの期間限定で和牛を使用し、さらに味わい深く贅沢な逸品に仕上げました。XEX TOKYO限定では
「ローストビーフ」と「ローストポーク」の2種類が愉しめるブッフェに。XEX 日本橋はお肉とシーフードを
ふんだんに使用した「オマール海老のピッツァ」や「オマール海老と色々な魚介～フルッティディマーレ～」
など、贅沢なラインナップでご用意いたしました。今年の夏は『 XEX SUMMERブッフェ 』で贅沢な時間をお
愉しみください。

※メニュー内容は店舗により異なりますので、予めご了承ください

仮
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見た目も爽やかなスイーツブッフェ

■XEX 3店舗でローストビーフを堪能！

美味しすぎて何度も食べたくなるXEXのロースト
ビーフ。大好評につき、XEX3店舗でご用意いたし
ました！XEX ATAGO GREEN HILLSでは贅沢な
和牛を使用し「和牛のローストビーフ」を。XEX 
TOKYOでは「ローストポーク」との2種類がお愉
しみいただけるようにご用意。XEX 日本橋でも復
活し、3店舗いずれでもお好きなだけお召し上が
りいただけます。
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苺のティラミス

◼ 自慢のスイーツのラインナップ

苺のカッサータムース

レモンのマドレーヌ

オレンジとシトラスのレアチーズムース

レモンショートケーキ

オレンジのロールケーキ

カンノーリ リコッタ苺クリーム

XEX SUMMER ブッフェ
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厳選鶏と夏野菜のスパイシーグリル
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絶景と愉しむランチブッフェ

エントランスを抜けて店内へ入ると、ビルの42階の絶
景が出迎えてくれるXEX ATAGO GREEN HILLS。
圧巻の景色を眺めながらランチブッフェを愉しめるの
が自慢なレストランです。今回のブッフェには夏野菜
やシトラスフルーツをふんだんに使用し、見た目も鮮
やかにご用意いたしました。華やかに仕上げた「和牛
のグリルとトレビス、ルッコラのバルサミコサラダ」
やジューシーな「厳選鶏と夏野菜のスパイシーグリ
ル」など。そして何と言っても、大人気のロースト
ビーフには和牛を使用！
数々の自慢な料理を是非、ご堪能ください。

和牛のグリルとトレビス、
ルッコラのバルサミコサラダ

オマール海老と彩り旬菜のピッツァ

■XEX ATAGO GREEN HILLS

【 XEX ATAGO  GREEN HILLS  】
所在地: 〒105-6242 東京都港区愛宕2-5-1 MORIタワー42F

電話番号: 03-5777-0065  / ランチタイム：11:30～15:00(最終入店14:00)
5,800円(税込サ別) ※90分制となります

肉厚なローストビーフ

■XEX TOKYO

【 XEX TOKYO  】
所在地: 〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京13F

電話番号: 03-6266-0065 / ランチタイム：11:00～16:00 (L.O.:15:00)
5,500円(税込サ無) ※100分制となります

大丸東京最上階から望む景色を間近に見ながら、
優雅な時間を過ごさせてくれるXEX TOKYOのラ
ンチブッフェ。約50種類以上あるブッフェではこ
の夏限定の「羊肉のサルシッチャと夏野菜のピッ
ツァ」や自家製の「スパイスチキンカレー」など、
一度食べたらやみつきになる料理ばかり。更には
XEX TOKYO限定で大人気のローストビーフに加
え、ローストポークも合わせてご用意いたしまし
た。スパイシーな料理やお肉を食べてパワー
チャージ！

開放感のある店内スパイシー料理等愉しめるSUMMER ブッフェ

東京駅舎を一望できるランチブッフェ
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オープンキッチンから出来立ての料理を

エレベーターを降りてすぐのワンフロア約900㎡
を独占し、天井高も3m以上と広々とした空間の中
で過ごすことのできる開放感が魅力の「XEX 日本
橋」。広々とした自慢のオープンキッチンに
ずらっと並ぶ華やかな料理の数々は五感で愉しま
せてくれます。魚介がたっぷりと入った「オマー
ル海老と新鮮魚介のパエリア」や「和牛すじ肉と
ハチノスのランプレドット」など新メニューが登
場！この夏にしか味わうことのできない料理の
数々をご堪能ください。
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【 XEX 日本橋 】
所在地: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3

YUITO/日本橋室町野村ビル4F
電話番号: 03-3548-0065 / ランチタイム：11:30～15:30 (L.O. 14:00)

4,980円(税サ込)  ※90分制となります

■XEX 日本橋

サーモンとズッキーニのマリネ 和牛すじ肉とハチノスのランプレドット オマール海老と新鮮魚介のパエリア

スタッフのマスク着用を
義務化

ご入店時の手指消毒の
お願い

入り口を常時開放し
十分な換気を徹底

ブッフェコーナーに
ビニール手袋を設置、着用
のお願い

その他、お客様の触れる箇所を一定期間で消毒、咳エチケットのご協力と離席時マスク着用のご協力のお願いをし
ております。また、発熱や咳などの症状が見受けられる方は入店をお断りさせていただく場合がございます。予め
ご了承ください。

■新型コロナウイルス感染防止対策
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本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ワイズテーブルコーポレーション プロモーショングループ 広報 / 今瀬 久美
TEL:03-5412-0072 FAX:03-4333-0812 MAIL:promotion@ystable.co.jp

■会社概要

会社名 ： 株式会社ワイズテーブルコーポレーション
代表者 ： 代表取締役社長 船曵 睦雄
所在地 ： 東京都港区赤坂8丁目10番22号

設立 ： 1999年3月
従業員数 ： 連結575名(2022年2月末時点)
店舗数 :  直営店53店舗、FC加盟店30店舗

(2022年2月末時点)
URL             :  http://www.ystable.co.jp

■株式会社ワイズテーブルコーポレーション
ホスピタリティに溢れたサービスとハイグレードな空間演出、厳選された素材と職人の技。これらが一体となって
醸成される至高の時をお客様に提供していきたいというコンセプトのもと、業界初の融合レストラン「XEX」を
筆頭に、日本はもちろん海外でも活躍中のグランシェフ サルヴァトーレ・クオモ、アメリカを中心に活躍する
アイアンシェフ森本 正治氏など、卓越したパートナーとのコラボレーションによる店舗展開を実現しております。
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■Instagram キャンペーン

XEX各店にご来店いただいた事のある方も、これからのご利用をお考えの方もぜひ、お気軽にご応募ください。

いいね！の数で豪華景品の当選数が変わる！
「XEX SUMMERブッフェ」をペアご招待！！

― 応募方法 ―

1. 公式アカウント@xex_infoをフォロー
2. 5/9投稿の『XEX SUMMER ブッフェ キャンペーン』の投稿にいいね
3. ご応募完了

キャンペーン投稿のいいね数が増えれば増えるほど当選者数が増えるキャンペーンです！

※応募期間：2022年5月9日(月)～5月23日(月)迄
※いいねの数によって招待組数は変化します

400いいね以上：6組
600いいね以上：9組
800いいね以上：12組
1000いいね以上：15組
1200いいね以上：18組
1500いいね以上：20組

※景品のご利用期間は2022年6月30日(木)迄とさせていただきます
(ご利用店舗はこちらで指定させて頂きます)

※ご当選者へはDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡いたします


