PEOPLE
OF ALL STRIPES
From the very moment we opened our doors, we have brought
people from all walks of life together — from servers, to
bartenders, to hosts, cooks, managers and our Guests. TGI Fridays™
has always been a place where people feel free to be themselves,
whoever they are. People enjoying food and drink that can’t
be ignored. People making every moment, big or small, feel like a
celebration. People letting their unique personalities flow. These
are the people who make TGI Fridays a place like no other. People
of All Stripes. They are the heartbeat of this place. They define every
experience. They energize every table. They don’t just show up at
TGI Fridays. THEY ARE TGI FRIDAYS. YOU ARE TGI FRIDAYS.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

お客様の中にアレルギーをお持ちの方がいらっしゃる場合はご注文の際に担当のサーバーにお伝えください。
特定食材にアレルギーをお持ちのお客様、商品に関して特別なご要望のあるお客様は、店舗マネジャーまでお問い合わせください。
お子様用のメニューは12歳以下のお子様にご用意がございます。
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PEACH
SANGRIA

MANGO
LEMONADE SHAKER

BERRY SANGRIA

ULTIMATE
SANGRIA ’RITA
SC202203

COCKTAILS
FRIDAYS STORY

TROPICAL

LONG ISLAND ICED TEA

STRAWBERRY DAIQUIRI

TM

ロングアイランドアイスティー

¥720(税込¥792)

ジン、
ウォッカ、
ラム、
トリプルセック、
サワーミックス、
コーラ。

JUNE BUG

ジューンバグ

¥720(税込¥792)

メロンリキュール、
ココナッツラム、
バナナリキュール、
サワー
ミックス、
パイナップルジュース。

ELECTRIC LEMONADE

エレクトリックレモネード

¥720(税込¥792)

ウォッカ、
ブルーキュラソー、サワーミックス、7UP。

THE BFM-THE BEST
FRIDAYS MARGARITA
TM

¥840(税込¥924)

ベストフライデーズマルガリータ

プレミアムシルバーテキーラ、
グランマニエ、
アガベ、
レモン＆
ライムジュース。

BLACKBERRY LONG ISLAND TEA ¥940(税込¥1,034)
ブラックベリーロングアイランドティー

プレミアムウォッカ、
プレミアムジン、
プレミアムラム、
トリプル
セック、
ブラックベリー、
サワーミックス、
7UP。

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA ¥1,200(税込¥1,320)

ウルティメイトロングアイランドアイスティー

¥720(税込¥792)

ストロベリー ダイキリ

スパイスラム、
ストロベリーピューレ、
アガベサワーミックス。フロー
ズンスタイルのカクテルです。

FROZEN LAVA FLOW
フローズンラバフロウ

¥940(税込¥1,034)

ストロベリーピューレ、
ココナッツラム、
スパイスラム、
ピニャコラー
ダミックス。

MANGO LEMONADE SHAKER
マンゴーレモンシェイカー

¥940(税込¥1,034)

プレミアムウォッカ、
ココナッツラム、
アガベサワーミックス、
レモン、
マンゴーピューレ。

TROPICAL BERRY MOJITO SHAKER ¥940(税込¥1,034)
トロピカルベリーモヒートシェイカー

プレミアムラム、グアバピューレ、パッションフルーツピューレ、
ストロベリーピューレ、サワーミックス、
シンプルシロップ、
ミント、
ライム、
ソーダ。

ULTIMATE MANGO BERRY DAIQUIRI ¥1,200(税込¥1,320)
ウルティメイトマンゴーベリーダイキリ

プレミアムラム、ピーチリキュール、マンゴーピューレ、アガベ
サワーミックス、ストロベリーピューレ。

プレミアムウォッカ、プレミアムラム、プレミアムジン、
グラン
マルニエ、
サワーミックスとコーラ。

ELECTRIC
LEMONADE

SANGRIA
PEACH SANGRIA
ピーチサングリア

¥840(税込¥924)

サンジェルマン、モスカートワイン、
ハニーシロップ、
ピーチ
ピューレ、
レモン＆ライムジュース。

ER

BERRY SANGRIA
ベリーサングリア

¥840(税込¥924)

カリビアンゴールドラム、
アペロール、赤ワイン、モスカート
ワイン、
フレッシュサワーミックス。

ULTIMATE SANGRIA ’RITA ¥1,200(税込¥1,320)
ウルティメイト サングリア リータ

プレミアムテキーラ、
グランマニエ、
アガベ、
レモン＆ライム
ジュース、
赤ワイン。

BLACKBERRY
LONG ISLAND TEA

A
DRINK RESPONSIBLY
SC202203
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FRIDAYS MOJITO
TM

BERRY SMASH

MAGIC LEMON
DROP MARTINI

PEACH HONEY
SMASH

CLASSIC
BERRY SMASH
ベリースマッシュ

MUDSLIDE

¥790(税込¥869)

¥940(税込¥1,034)

マッドスライド

バーボン、
フレッシュミント、
アガベ、
レモン＆ライムジュース、
ブラックベリー、
ラズベリー。

ベイリーズ、カルーア、ウォッカ、バニラアイス、チョコレートシ
ロップ。

PEACH HONEY SMASH

FRIDAYS MOJITO

ピーチハニースマッシュ

¥790(税込¥869)

TM

フライデーズ モヒート

¥940(税込¥1,034)

プレミアムバーボン、フレッシュミント、ピーチピューレ、
ハニーシンプルシロップ、
レモン＆ライムジュース。

ラム、
フレッシュミント、
ライム、
シンプルシロップ、
サワーミックスと
ソーダ。

MAGIC LEMON DROP MARTINI ¥840(税込¥924)

ULTIMATE FRIDAYS MOJITO

ウォッカ、
トリプルセック、バタフライピー、
レモン&ライム
ジュース。

プレミアムシルバーラム、
フレッシュミント、
ライム、
シンプルシロッ
プ、サワーミックスとソーダ。

TM

マジックレモンドロップマティーニ

¥1,200(税込¥1,320)

ウルティメイト フライデーズ モヒート

STANDARD COCKTAIL
HIGH BALL
ハイボール

¥590(税込¥649)

GIN TONIC

ジントニック

¥590(税込¥649)

GINGER HIGH BALL ¥590(税込¥649)

RED BULL VODKA ¥790(税込¥869)

PREMIUM HIGH BALL ¥790(税込¥869)

SHANDY GAFF

ジンジャー ハイボール
プレミアム ハイボール

レッドブル ウォッカ
シャンディガフ

¥720(税込¥792)

メニューに無いカクテルも御用意出来るものがございます。
スタッフにお気軽にお声がけください。

DRINK RESPONSIBLY

SC202203

BEER & OTHER BOTTLED
BOTTLED BEERS

ON TAP

CARLSBERG

¥720

BUDWEISER

¥760(税込¥836)

THE PREMIUM MALT'S

HEINEKEN

¥760(税込¥836)

THE PREMIUM MALT'S DARK

CORONA

¥760

HALF & HALF (THE PREMIUM MALT'S & DARK BEER)

PABST BLUE RIBBON

¥760(税込¥836)

GUINNESS

¥720(税込¥792)

¥792)

(税込

カールスバーグ
バドワイザー
ハイネケン

¥836)

(税込

コロナ

パブストブルーリボン
ギネス

【S】¥550(税込¥605)【R】¥750(税込¥825)【L】¥950(税込¥1,045)

ザ・プレミアムモルツ

ザ・プレミアムモルツ黒
ハーフ＆ハーフ

CRAFT BEER (BOTTLED)
PUNK IPA

¥890(税込¥979)

HOEGAARDEN WHITE

¥890(税込¥979)

(ZERO-ALCOHOLIC)
¥500(税込¥550)
サントリー オールフリー（アルコールゼロ）

BROOKLYN LAGER

¥890(税込¥979)

RTD

BROOKLYN SORACHI ACE

¥890(税込¥979)

ALCOHOL FREE

パンク IPA

SUNTORY ALL-FREE

ヒューガルデンホワイト
ブルックリン ラガー

ブルックリン ソラチ エース

SKYY BLUE SUNNY ORANGE ¥760(税込¥836)
スカイブルーサニーオレンジ

FROM THE VINE
WHITE

SPARKLING WINE

GALLO FAMILY
VINEYARDS

グラス¥490(税込¥539)
ボトル¥1,990(税込¥2,189)

ガロ ファミリー ヴィンヤード

カリフォルニア、
ドライ、
シャルドネ

ANGEAILE BLANC

ハーフボトル¥1,500(税込¥1,650)

アンジュエール ブラン

スペイン

SANTA CAROLINA SAUVIGNON
BLANC RESERVA
ボトル¥2,990(税込¥3,289)

ROSE

チリ、
ドライ、
ソーヴィニヨン・ブラン

ダークホース

サンタ カロリーナ ソーヴィニョン・ブラン レセルヴァ

DARK HORSE

YALUMBA EDEN
VALLEY VIOGNIER

カリフォルニア

ボトル¥2,990(税込¥3,289)

ボトル¥4,990(税込¥5,489)

ヤルンバ エデン ヴァレー ヴィオニエ

オーストラリア、
ドライ、
ヴィオニエ

RED
GALLO FAMILY
VINEYARDS

グラス¥490(税込¥539)
ボトル¥1,990(税込¥2,189)

ガロ ファミリー ヴィンヤード

カリフォルニア、
ミディアムボディ、
カベルネ・ソーヴィニオン

FORTANT LITTORAL
MERLOT

ボトル¥2,490(税込¥2,739)

フォルタン リトラル メルロ

フランス、
ミディアムボディ、
メルロ

SANTA CAROLINA CABERNET
SAUVIGNON RESERVA ボトル¥2,990(税込¥3,289)

サンタ カロリーナ カベルネ ソーヴィニヨン レセルヴァ

チリ、
フルボディ、
カベルネ・ソーヴィニヨン

YALUMBA BAROSSA
SHIRAZ

ボトル¥4,990(税込¥5,489)

ヤルンバ バロッサ シラーズ

オーストラリア、
フルボディ、
シラー
SC202203

DRINK RESPONSIBLY
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STRAWBERRY
PASSION TEA

MANGO PASSION
SMOOTHIE
TROPICAL
RASPBERRY
TEA

PARADISE PUNCH
BLUE RASPBERRY
SLUSH

MANGO PEACH
LEMONADE SLUSH

SAN FRANCISCO
SC202203

FREE SPIRITS
SODA

MOCKTAIL

FRIDAYS FRESH LEMONADE ¥450(税込¥495)

PARADISE PUNCH

フレッシュレモン、
シンプルシロップ、
ソーダ。

グアバピューレ、
オレンジジュース、
パイナップルジュース。

BLUE RASPBERRY SLUSH

SAN FRANCISCO

TM

フライデーズ フレッシュ レモネード

ブルー ラズベリー スラッシュ

¥450(税込¥495)

パラダイスパンチ

サンフランシスコ

¥550(税込¥605)

¥550(税込¥605)

ラズベリーシロップ、
レモネード、7UP、
クラッシュアイス。

サワーミックス、
グレナデン、
ソーダ、
レモン、
ライム、
チェリー。

MANGO PEACH LEMONADE SLUSH ¥450(税込¥495)

NOVEMBER SEABREEZE

マンゴーピューレ、
ピーチピューレ、
レモネード、
７UP、
クラッ
シュアイス。

クランベリージュース、
アップルジュース、サワーミックス、
ソーダ。

マンゴー ピーチ レモネード スラッシュ

TEA

ノベンバーシーブリーズ

¥550(税込¥605)

FRUIT JUICE

TROPICAL RASPBERRY TEA

トロピカル ラズベリー ティー

¥680(税込¥748)

アイスティー、ラズベリー、グアバピューレ、アガベサワー
ミックス。

STRAWBERRY PASSION TEA ¥680(税込¥748)
ストロベリー パッション ティー

¥350(税込¥385)

ORANGE

APPLE

PINEAPPLE

TOMATO

オレンジ

パイナップル

アップル

GRAPEFRUIT

グレープフルーツ

トマト

アイスティー、
ストロベリー、
ストロベリーピューレ、
パッション
フルーツピューレ、
アガベサワーミックス。

SMOOTHIE
MANGO PASSION SMOOTHIE

マンゴー パッション スムージー

¥650(税込¥715)

マンゴーピューレ、パッションフルーツピューレ、ピニャコ
ラーダミックス、
アガベサワーミックス。

TRIPLE BERRY SMOOTHIE

トリプル ベリー スムージー

¥650(税込¥715)

ラズベリー、ブラックベリー、ストロベリーピューレ、
クラン
ベリージュース、ピニャコラーダミックス、ストロベリー、
アガベサワーミックス。

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE ¥650(税込¥715)
ストロベリー バナナ スムージー

ストロベリーピューレ、ココナッツクリーム、パイナップル
ジュース、グレナデン、ストロベリー、バナナ。

FREE REFILL DRINKS
¥450(税込¥495)

おかわり自由、変更もOK！

PEPSI®

PEPSI® ZERO

GINGER ALE

7UP

TONIC WATER

ICED COFFEE

ICED TEA

OOLONG TEA

HOT COFFEE

HOT TEA

HOT ORANGE SPICED TEA

ペプシ

CH
SLUSH

トニックウォーター
ホットコーヒー

ペプシゼロ

アイスコーヒー
ホットティー

ジンジャーエール
アイスティー

セブンアップ
ウーロン茶

ホットオレンジスパイスティー

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。
SC202203
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GREAT FOR SHARING... OR NOT

APPETIZERS

TABLESIDE
GUACAMOLE

FRIDAYS SIGNATURE
CHICKEN STRIPS
TM

SC202203

FRIDAYS

™

CLASSICS
FRIDAYS ONION RINGS

¥590(税込¥649)

TM

フライデーズ オニオンリング

スライスしたオニオンをサクッとゴールデンになるまでフライしました。

FRIED MOZZARELLA

¥890(税込¥979)

フライド モッツァレラ

衣はサクサク、
クリスピーに仕立て、中からとろ～りチーズがこぼれ
ます。マリナラソースを添えて提供いたします。

TABLESIDE GUACAMOLE

¥990(税込¥1,089)

テーブルサイド ガカモレ

アボカド、
トマト、
レッドオニオン、ライム、シアントロ、ハラペーニョや
ガーリックなどをお客様のテーブル上でサーバーが楽しく調理いた
します！ぜひお好みのガカモレをトルティーヤチップスでディップして
お楽しみください！

FRIDAYS MUSHROOMS
TM

フライデーズ マッシュルーム

¥790(税込¥869)

マッシュルームをカラッとフライにしました。表面はカリッとしていて、
中身はとってもジューシー。ホースラディッシュソースと共に提供いた
します。

FRIDAYS SIGNATURE CHICKEN STRIPS ¥890(税込¥979)
TM

フライデーズ シグネチャー チキンストリップ

パン粉で衣付けしたチキンをクリスピーに揚げて、あま辛いフライ
デーズシグネチャーソースと絡めました。仕上げにゴマとレッドペッ
パーをトッピング。

FISH & CHIPS

フィッシュ＆チップス

¥990(税込¥1,089)

サクサクにフライした白身魚とフライドポテト。タルタルソースを添え
て提供いたします。

SHAREABLE
FRIDAYS THREE-FOR-ALL
TM

フライデーズ スリーフォーオール

¥2,590(税込¥2,849)

バッファローウィング、
ポテトスキン、
フライドモッツァレラ。フライデーズ
の人気アペタイザーがこの一皿に集まりました。

FRIDAYS NACHOS

¥1,290(税込¥1,419)

TM

フライデーズ ナチョス

クリスピーなトルティアチップスにチーズソースと特製ホットソースを
かけ、パクチー、
ハラペーニョ、
ブラックビーンズをトッピング。ガカモレ、
サワークリーム、
ピコデガヨと一緒にご提供いたします。

WINGS

お好きなソースと、
トラディショナル
（骨付き）かボンレスバイツ（骨無
し）
をお選びください。

トラディショナル
ボンレスバイツ
（骨無し）

¥890(税込¥979)
¥890(税込¥979)

バッファローソース
辛さとバターのフレーバーが特徴のソースです。
アメリカ定番のホットソースです。

フライデーズシグネチャーソース
ガーリックとオニオンが効いた甘くて魅力的な
フライデーズオリジナルソース。

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、
別価格となります。
SC202203
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FRIDAYS ™
SIGNATURE GLAZED RIBS

FRIDAYS SIGNATURE CHICKEN ¥1,790(税込¥1,969)
TM

フライデーズ シグネチャー チキン

2枚のジューシーなチキンを甘くてコクのある特製のフライデーズ
シグネチャーソースで絡めました。温野菜、チェダーチーズマッシュ
ポテトとフライデーズシグネチャーソースを添えて提供いたします。
チキンはモモ肉とムネ肉からお選びいただけます。

FRIDAYS SIGNATURE RIB & CHICKEN COMBO ¥2,690(税込¥2,959)
TM

フライデーズ シグネチャー リブ＆チキン コンボ

ケイジャンスパイスでシーズニングしたポークリブハーフサイズと2枚
のグリルチキンを盛り付けたボリューミーなコンボプレート。特製フラ
イデーズシグネチャーソースで仕上げ、サイドにフライドポテトとコー
ルスローを添えて提供いたします。

FRIDAYS SIGNATURE TRIPLE COMBO ¥2,990(税込¥3,289)
TM

フライデーズ シグネチャー トリプルコンボ

FRIDAYS SIGNATURE GLAZED RIBS
TM

フライデーズ シグネチャー グレイズド リブ

ポークリブを、ケイジャンスパイスで味付けし、特製のフライ
デーズシグネチャーソースで仕上げて提供いたします。フライド
ポテトとコールスローを添えて提供いたします。
ハーフサイズ
フルサイズ

¥1,690(税込¥1,859)
¥2,990(税込¥3,289)

やわらかくグリルしたポークリブハーフサイズ、サクサクにフライした
チキンストリップ、
ケイジャンフラワーで衣付けした白身魚の3種の盛
り合わせ。シーフードも楽しめるコンボプレートです。

FRIDAYS SIGNATURE NEW YORK STRIP STEAK ¥3,790(税込¥4,169)
TM

フライデーズ シグネチャー ニューヨーク ストリップ ステーキ

サーロインステーキをケイジャンスパイスでシーズニングし、特製の
フライデーズシグネチャーソースで味わい深く仕上げました。フライ
デーズでしかお楽しみいただけない逸品です。
※お好みのサイドメニュー、
焼き加減をお選びください。

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。
SC202203

NEW YORK
STRIP STEAK

THE GRILL
FIRE-GRILLED STEAKS, TENDER BIG BACK PORK RIBS
AND CRISPY CHICKEN.

BABY BACK RIBS

RIBEYE STEAK

ポークリブを骨から落ちてしまうほどやわらかく調理いたしました。
特製BBQソースで仕上げ、
フライドポテトとコールスローを添えて
提供いたします。

赤身の中にバランス良く脂身の入ったリブアイステーキをグリルで
お好みの焼き加減で焼き上げます。メイソンバターソースと2種類の
サイドメニューを添えてご提供いたします。
※お好みのサイドメニュー、
焼き加減をお選びください。

ベイビーバック リブ

¥1,690(税込¥1,859)
¥2,990(税込¥3,289)

ハーフサイズ
フルサイズ

NEW YORK STRIP STEAK

ニューヨーク ストリップ ステーキ

¥3,790(税込¥4,169)

リブアイ ステーキ

¥3,790(税込¥4,169)

カットされた形がニューヨーク州マンハッタン島に似ていることから
そう呼ばれるこの部位は、希少なショートロインからなる
「キング・オ
ブ・ステーキ」
。サーロインのほどよい脂の甘みと、
ジューシーな肉汁
が口いっぱいに広がります。メイソンバターソースと2種類のサイド
メニューを添えて提供いたします。
※お好みのサイドメニュー、
焼き加減をお選びください。

焼き加減をお選びください。
レア

ミディアム・レア

ミディアム

サイドメニュー
チェダーチーズマッシュポテト

●

●

温野菜

ミディアム・ウェル

ウェルダン

2種類お選びください。
●

バターライス

フライドポテト

●

コールスロー

●

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。
SC202203
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FRIDAYS ™ SIGNATURE
BURGER

1枚200グラムのビーフ100％パテ、新鮮な野菜、様々な具材や
オリジナルソースをトーストしたバンズで挟みました。
お好みでベーコンやアボカド等をトッピングしてください。
すべてのハンバーガーはフライドポテトと共に提供いたします。

TOPPING

¥200(税込¥220)

ベーコン ●ハラペーニョ ●ガカモレ
チェダーチーズ ●モッツァレラチーズ

●

ピコデガヨ

●

●

ULTIMATE FRIDAYS SIGNATURE BURGER ¥2,690(税込¥2,959)
TM

ウルティメイト フライデーズ シグネチャー バーガー

フライデーズシグネチャーソースで味付けしたジューシーな200gの
ビーフパテをなんと2枚！モッツァレラチーズ、
クリスピーベーコン、
ケイ
ジャンオニオンリングと共にトーストしたバンズで挟みました。

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。
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BURGERS
BACON CHEESEBURGER

¥1,690(税込¥1,859)

ベーコン チーズバーガー

食欲をそそるビーフパテにチェダーチーズとクリスピーベーコン
をトッピング。

BACON
CHEESEBURGER

FRIDAYS CHEESEBURGER
TM

フライデーズ チーズバーガー

¥1,490(税込¥1,639)

グリルしたビーフパテにチェダーチーズをトッピング。

GUACAMOLE CHEESEBURGER ¥1,790(税込¥1,969)
ガカモレチーズバーガー

ビーフパテにチェダーチーズとカリカリベーコン、上にはアボカド
ディップをトッピング。マスタードとマヨネーズで作ったソースが
味にアクセントを加えます。

BBQ BURGER

バーベキューバーガー

¥1,890(税込¥2,079)

グリルしたビーフパテを特製BBQソースで味付けし、チェダー
チーズにクリスピーなケイジャンオニオンリングとともに挟みま
した。フライデーズバーベキューソースを添えて提供いたします。

CHEESY BACON CHEESEBURGER ¥1,990(税込¥2,189)
チージーベーコンチーズバーガー

200gのパテはビーフ100%！オーダーを頂いてからじっくりと
ジューシーに焼き上げます。パテの上にはフライドモッツァレラを
豪快にライドオン！さらにチェダーチーズをのせベーコンをトッ
ピング！
トーストしたバンズで野菜とともに挟みました。

FRIDAYS SIGNATURE BURGER ¥1,790(税込¥1,969)
TM

フライデーズ シグネチャー バーガー

絶妙にシーズニングをしたビーフパテをフライデーズシグネ
チャーソースで絡め、クリスピーベーコン、モッツァレラチーズ
をトッピング。フライデーズシグネチャーソースを添えて提供
いたします。

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。

CHEESY BACON
CHEESEBURGER

SC202203

GUACAMOLE
CHEESEBURGER

© 2022 TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC

SALADS
BBQ CHICKEN
SALAD

CAESAR SALAD

レギュラーサイズ¥1,190(税込¥1,309)
ハーフサイズ¥790(税込¥869)
ロメインレタスをクリーミーなシーザードレッシングで和え、パルメ
ザンチーズとガーリックバタークルトンをトッピング。
（税込￥３３０）
。
※お好みでグリルチキンをトッピングできます。1枚＋￥300

シーザーサラダ

BBQ CHICKEN SALAD レギュラーサイズ¥1,690(税込¥1,859)

BBQチキンサラダ
ハーフサイズ¥990(税込¥1,089)
レタスミックスに2種類のチーズ、
トマト、
レッドキャベツを混ぜて、
さっ
ぱりとしたBBQドレッシングを絡めました。特製BBQソースで味付け
したグリルチキンをトッピングして提供いたします。

CAJUN FRIED CHICKEN SALAD

レギュラーサイズ¥1,690(税込¥1,859)
ハーフサイズ¥990(税込¥1,089)
フレッシュな野菜の上にクリスピーなケイジャンチキン、
トマト、卵、
モッツァレラチーズを添えました。
※お好みのドレッシングでお召し上がりください。

ケイジャンフライドチキンサラダ

COBB SALAD

レギュラーサイズ¥1,690(税込¥1,859)
ハーフサイズ¥990(税込¥1,089)
フレッシュな野菜の上にチキン、
ベーコン、
アボカド、
チェダーチーズ、
卵、
ブラックオリーブ、
トマト、
ブルーチーズをのせました。
※お好みのドレッシングでお召し上がりください。

コブサラダ

SALAD DRESSINGS
ブルーチーズ

●

サウザンアイランド

●

ハニーマスタード

●

シーザー

●

和風

●

ランチ

●

SOUP
FRENCH ONION SOUP

フレンチ オニオン スープ

¥590(税込¥649)

心を込めてつくられた、
キャラメライズドオニオンの味わい深いブイヨンスープです。バゲットを
中に閉じ込めモッツァレラチーズでおおいました。
※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。

COBB SALAD

SC202203

CHICKEN
FINGERS

FAVORITES
CHICKEN FINGERS

¥990(税込¥1,089)

チキンフィンガー

丁寧に衣づけしたササミをゴールデンブラウンになるまでフライし
ました。フライドポテトとハニーマスタードドレッシングを添えて提供
いたします。

FRIDAYS SHRIMP

CHICKEN QUESADILLAS
チキン ケサディア

¥990(税込¥1,089)

トルティアでチキン、キャラメライズドオニオン、ベーコン、チェダー
チーズ、モッツァレラチーズを挟み、焼きました。サワークリーム、
ピコ
デガヨ、
ガカモレ、そしてサルサソースを添えて提供いたします。

¥990(税込¥1,089)

TM

フライデーズ シュリンプ

シュリンプをゴールデンブラウンになるまでフライしました。フライド
ポテト、
タルタルソースとともに提供いたします。

PASTA
CAJUN SHRIMP & CHICKEN PASTA ¥1,690(税込¥1,859)
ケイジャン シュリンプ＆チキン パスタ

ケイジャンスパイスでシーズニングしたチキンとシュリンプを赤パプ
リカと一緒にソテーし、
アルフレッドソースを絡めたパスタと盛り付け
ました。仕上げにパルメザンチーズとグリーンオニオンをトッピング
しました。

CHICKEN & SHRIMP DIABLO
チキン&シュリンプ ディアブロ

¥1,590(税込¥1,749)

カットした鶏胸肉とシュリンプをソテーし、
オニオン、
ガーリック、
白ワイン
を加え、少し辛い特製トマトソースと合わせました。
リングイネパスタに
盛り付けて、
仕上げにパルメザンチーズをトッピングしました。

CAJUN SHRIMP &
CHICKEN PASTA
※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。
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SIZZLING CHICKEN
& SHRIMP

SIZZLING
SIZZLING CHICKEN & CHEESE ¥1,790(税込¥1,969)

SIZZLING CHICKEN & SHRIMP ¥2,090(税込¥2,299)

ソテーしたガーリックマリネチキン2枚を、炒めた野菜と一緒に、
チーズを溶かしたアツアツの鉄板に盛り付けました。チェダー
チーズマッシュポテトものせて提供いたします。

ソテーしたガーリックマリネチキンとマリナラソースを絡めた
シュリンプをチーズを溶かしたアツアツの鉄板に盛り付けまし
た。マッシュポテトと炒めたペッパーオニオンとともに提供いた
します。

シズリングチキン＆チーズ

シズリングチキン&シュリンプ

SIZZLING NEW ENGLAND SHRIMP ¥1,890(税込¥2,079)
シズリングニューイングランドシュリンプ

アツアツの鉄板にチェダーチーズとモッツァレラチーズを溶かし
バターライスを盛り付けました。柔らかく仕上げたガーリックと
ハーブで仕立てたクリーミーなソースにシュリンプを絡めて提供
いたします。

SIZZLING NEW ENGLAND
SHRIMP
※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、
別価格となります。

※掲載写真はインディカ米
（長粒
種）
ですが、
日本国内店舗では
国産米
（短粒種）
を使用し提供
しています。

SC202203

SANDWICHES
AND TACOS
CHICKEN FINGER BLT
SANDWICH

¥1,490(税込¥1,639)

チキンフィンガーBLT サンドウィッチ

丁寧にフライしたササミをモッツァレラチーズで覆い、
クリ
スピーベーコン、
レタス、
トマトを一緒にチアバッタで挟みま
した。
フライドポテト付き。

EXTREME BUFFALO
CHICKEN TACOS

¥1,590(税込¥1,749)

エクストリーム バッファローチキン タコス

やわらかいトルティアに、刺激的なバッファローチキンスト
リップ、
ブルーチーズドレッシング、
シャキシャキのレタスを
盛りつけました。刺激的な逸品です！フライドポテト付き。

CHICKEN FINGER
BLT SANDWICH

RICE
BLACKENED SHRIMP MEXI BOWL ¥1,890(税込¥2,079)

SOUTHERN STEAK BOWL

バターライスの上に、スパイシーにソテーしたシュリンプやアボカド、
ベーコン、
トマトなど7種の具材を盛り付けました。仕上げにアイオリ
シラチャソース、パクチー、ライムをトッピング。さっぱりとして少し
スパイシーなライスボウルです。

ケイジャンスパイスで味付けしたサーロインステーキをハラペーニョ
コーンソースをかけたバターライスの上にトッピング。サクサクに
フライしたオニオンとピコデガヨをトッピングして仕上げました。

ブラッケン シュリンプ メキシボウル

サウザン ステーキ ボウル

¥2,690(税込¥2,959)

GRILLED CHICKEN MEXI BOWL ¥1,890(税込¥2,079)
グリルド チキン メキシボウル

バターライスの上にスパイシーにグリルしたチキン、ベーコン、
アボカ
ド、
コーン、
ブラックビーンズにピコデガヨをのせました。仕上げにアイ
オリシラチャソース、
グリーンオニオン、
パクチーとカッテージチーズ、
ライムをトッピングしました。
※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。

BLACKENED SHRIMP
MEXI BOWL

SC202203
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BROWNIE
OBSESSION

®

DESSERTS
OREO® MADNESS

1P ¥590(税込¥649)
2P ¥890(税込¥979)
砕いたオレオクッキーでバニラアイスを挟んで、アイスクリーム
サンドに仕立てました。上からチョコレートソースをかけて提供い
たします。

オレオマッドネス

BROWNIE OBSESSION®

ブラウニー オブセッション

ニューヨークチーズケーキ

¥550(税込¥605)

ミルクシェイク

※お好きなフレーバーをお選びください。

バニラ

ストロベリー

チョコレート

バナナ

¥790(税込¥869)

温かいブラウニーの上に冷たいバニラアイスをのせ、チョコレート
ソースとキャラメルソースで覆いました。仕上げにナッツをトッピング
した濃厚ブラウニーはとりこになる美味しさです。

NEW YORK CHEESECAKE

MILK SHAKES

OREO MADNESS
®

¥790(税込¥869)

このクラシックなケーキは、クリーミーでとろけるような舌触り。
イチゴを添えて提供いたします。

FRIDAYS SUNDAE
TM

フライデーズ サンデー

¥790(税込¥869)

冷たいゴブレットにバニラアイスを3玉入れて、チョコレートソース
とキャラメルソースをふんだんにかけました。ホイップクリームを
豪快に盛り付け、ナッツとチェリーをトッピングしたサンデーはアメ
リカンデザートの定番。

※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。

OREO IS A REGISTERED TRADEMARK OF MONDELEZ INTERNATIONAL GROUP USED UNDER LICENSE TO TGI FRIDAY’S INC.
SC202203

It all started from the Big Apple
全てはビッグアップルから始まった

フライデーズ ストーリー
アラン・スティルマンは、1965年ニューヨーク63番街ファースト・
アベニューの角に、
「 In Here, It’
s Always Friday」という時代を
超越した約束と共に、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。
バーナム＆ベイリーサーカスに触発され、
「地上最大のショー」
を開催し
たいという野心を持って、赤と白のストライプ模様が生まれました。
流れる様なカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、
フライデーズは瞬く間に「独身者のための出会いの場」となり、その年
の売上は＄1,000,000に上りました。

Our Story
Alan Stillman opened the first TGI Fridays on the corner of
First Avenue and 63rd street, New York in 1965 with the
timeless promise ‘In Here, It’s Always Friday’. Inspired by the
Barnum & Bailey Circus and with an ambition to put on the
‘greatest show on earth’ a red & white striped phenomenon
was born. With flowing cocktail making and charismatic
bartenders, Fridays quickly became a “meeting place for
singles”. First year revenue was $ 1,000,000.
SC202203
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世界 55 ヶ国、850 店舗以上

昔、
バーテンダーはチップを
もらうたびにベルを鳴らし、
チップを多くもらうと
サイレンを鳴らしてました。
現在、イベントや誕生日などの
お祝い事を盛り上げるために
残っています。
The propeller is
is

In the old days, the bartender rang a
bell for every tip, sounded a siren for
every big tip.Today, only the bell
remains to liven up celebrations such
as events and birthdays.

and the engine of Fridays.

マーナの伝説
多くのフライデーズのお店には、レーシングカヌーとサドルシューズが飾られており、これは
フライデーズにおけるチームワークとリーダーシップの象徴です。これは弱小カヌーチームを
リーグ優勝に導いたマーナと言う女性が、
“成功する為にはチームが力を合わせること、努力を続
ける事を怠ってはならない”
という教訓と共にチームに残していったものが起源になっています。
Many of Fridays restaurants have a racing boat and a pair of saddle shoes decorated on the
wall, which represents our teamwork and leadership. It is something the legendary lady Myrna,
who led a losing rowing team to the championship, left behind with her teachings “Victory and
success require great deal of teamwork and continuous hard work.”

フライデーズの赤白のストライプは、世界中で
最も認知されているトレードマークの一つです。
Our red & white Stripes are one of the most
recognized trademarks in the world.

TGIフライデーズは、トム・クルーズ主演の映画「カクテル」の舞台として使用されました。

金曜日になる瞬間、木曜日の深夜にフライデーズに
集まるのが当時の伝統でした。毎週木曜日が大晦日の
ようでした。シャンパン、パーティ・ハット、クラッカー、
それに紙ふぶき。中に入るために22時になると
行列が途切れなかったそうです。
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