
FREE
「奨学⾦借りてたな
んて、かわいそう」
元苦学⽣の同期をバ
カにしていたら、上
司に呼び出され…

FREE
「好きだった彼が六
股して…」26歳⼈気
ライバーの衝撃的な
恋の体験談

FREE
⻄野七瀬が隣から潤
んだ瞳でのぞきこん
で…⾊気漂う“オトナ
な姿”とは︖【動画あ
り】

FREE
2軒⽬に誘いたくて
も、コロナ禍でどこ
もやってない。彼⼥
を恐る恐る家に誘っ
てみると…

FREE
「まさか…︖」アプ
リで出会った彼のロ
グイン状況をチェッ
クする⼥が、⾒てし
まった衝撃のモノ

探す

記事を探す記事を探す

×

レストランを探すレストランを探す

⼈気記事

シェアするシェアする ツイートするツイートするお気に⼊りに追加お気に⼊りに追加

なかなか気軽に外⾷がしづらい昨今。おうちご飯を楽しむ感覚で、
外で贅沢な⾷事ができたら…と考えている⼈は少なくないはず。  
 
今回ご紹介したいのは、恵⽐寿南の住宅街にある薬膳⽕鍋料理店
『笑⿓』。  
 
同店では、安⼼・安全に⾷事が楽しめる、「⼀棟貸切」「フロア貸
切」という2つのプランを展開しているのだ︕  
 
 
※緊急事態宣⾔中の状況につき、来店の際には店舗へお問い合わせ
ください。

 

恵比寿で人気の“一軒家でプライベート感を楽

しめる火鍋屋”

オーナーがアジア各国の⽕鍋を⾷べ歩き、“⽇本⼈にも⾷べやす
く、よろこんでいただける⽕鍋屋”をコンセプトに、2005年12⽉
恵⽐寿駅前に出店し、⽕鍋ブームの先駆けとなった「笑⿓」。  
 
“お客様におくつろぎいただける空間で⽕鍋をお楽しみいただきた
い”という想いで、2015年 恵⽐寿南に⼀軒家を購⼊し、現在の『⽕
鍋酒家 笑⿓』が誕⽣した。  
 

検索したいワード

例︓銀座、和光

例:フレンチ、店名

エリアから探す
料理ジャンルから探す

東京カレンダー > 東京 > 東京 中華(中華料理) > 恵⽐寿・広尾 中華(中華料理) > ⽕鍋酒家 笑⿓ 
> ⼀軒家を貸し切りで。贅沢なひとときを叶えてくれる、恵⽐...

2021.09.20

⼀軒家を貸し切りで。贅沢なひとときを
叶えてくれる、恵⽐寿の隠れ家⽕鍋店

鍋 中華 ⾁ 野菜 ⿂介・海鮮
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広告掲載はこちら≫

『WORLD
DINER』︓1⽇5個限
定︕⿊⽑和⽜を含む9
種の希少部位を⾷べ
⽐べ可能な豪華焼⾁
セット

『WORLD
DINER』︓きめ細か
でやわらかジューシ
ー︕A5ランクの⿊⽑
和⽜を使った極上ロ
ーストビーフ

『ミホ・シェフ・シ
ョコラティエ』︓⽇
本を代表するショコ
ラティエ―ルが作
る、 ショコラ好きの
ための濃厚ガトーシ
ョコラ

『オリベート』︓ロ
ーマ教皇へ提供︕⿊
トリュフ⾹る、⼝当
たりクリーミーな究
極のティラミス

『エニスモアガーデ
ン』︓桐箱⼊りがう
れしい︕しっとりな
めらかでやさしい⽢
さな和栗のパウンド
ケーキ

『ラ・キュール・グ
ルマンド』︓南仏プ
ロヴァンス発︕ギフ
トにぴったりなお洒
落な⽸⼊り⼈気菓⼦5
種アソート

『LOUANGE
TOKYO』︓アート感
溢れるビジュアル︕
⼝溶けなめらかな⼤
⼈の⽣チョコレート
エクレア（6種）

FREE
「筑駒 VS 塾⾼」エ
リート男に⼆股をか
けた⼥。プロポーズ

東京カレンダーショッピング

新着記事

著名⼈の来店も多く、⼀軒家でプライベート感を楽しめる⽕鍋屋と
して⼈気を博している。  
 
フロア貸し切り・⼀軒家貸し切りなどのプランで、このご時世でも
安⼼して外⾷が楽しめるのも魅⼒のひとつ。  
 
⽕鍋のテイクアウトも⾏っているので、外⾷はまだ不安…という⽅
にはこちらがおすすめだ。

「フロア貸切プラン」で注文可能なコースメニ

ューをご紹介！

◆フカヒレ姿煮＋薬膳⽕鍋コース

「季節の前菜4種盛り」  
旬の⾷材を中⼼に素材の味を⽣かした前菜。  

「海⽼春巻き」  
海⽼、筍、韮をパイ⽣地で巻いた海⽼春巻き。  

「フカヒレの姿煮」  
コラーゲン豊富なフカヒレを濃い旨味のスープでゆっくり煮込んだ濃厚な逸品。
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前夜の衝撃的結末と
は

FREE
婚活仲間からイチ抜
けした29歳⼥。婚約
報告の場で彼⼥たち
から⾔われた、モヤ
っとする⼀⾔

FREE
⽬の前で作られる本
格⽣パスタ︕⾷欲を
ダイレクトに刺激さ
れる築地イタリアン

FREE
⾁好きの「ご褒美デ
ー」はここへ︕和⽜
の美味しさがしみじ
みわかる⾁割烹

FREE
先週のアクセスラン
キング︕1位は、港区
で話題の2億8千万の
タワマンを購⼊した
夫婦。ラウンジを利
⽤して夫を欺き始め
た⼥は…

FREE
【9/27（⽉）〜
10/3（⽇）】12星座
別に、あなたの1週間
の運勢をチェック︕

妻との間に、⼦を授
かったはずなの
に…。息⼦の顔をま
じまじと⾒た男が、
違和感を拭えなかっ
た理由

FREE
「コンビニで1本150
円の⽔を買う時、彼
⼥が…」男がデート
中に萎えた、アラサ
ー⼥の⾏動

FREE
絶⾷系⼥⼦︓恋愛経
験ゼロの⼥を、3回⽬
のデートで家に誘っ
たら…。男が衝撃を
受けたあるコト

FREE
「何このツイー
ト︕︖」32歳東⼤卒
のエリートとデート
中。27歳⼥が⾒てし
まった男のヤバい裏
の顔

FREE
コロナ禍の結婚式、
感染対策を意識し過
ぎて…︕︖新郎が幸
せの絶頂で知ってし
まった、衝撃の裏事
情

FREE
「このあと、お家に
⾏ってもいい…︖」
⼥からの⽢い誘惑
を、男が慌てて断っ
た理由

FREE
モテなかったはずの
親友が25歳で寿退社
して…。彼⼥の結婚
式でかけられた、キ
ツすぎる⼀⾔

ロングヒット記事

「薬膳⽕鍋セット」  
スープが選べる薬膳⽕鍋（⽩湯、⿇辣湯、フカヒレ、すっぽん、烏⾻鶏）。  
キノコ、野菜、コラーゲン、お⾁、海鮮が楽しめる。  

「⽕鍋〆物」  
中華細麺、太春⾬、⾖腐麺、雑炊の中からお好みをチョイス︕  
⾷材の旨味が溶け出したスープはどの〆物にも相性抜群。オススメは⾖腐麺だそ
う。  

「本⽇のデザート」  
ごま団⼦、マンゴープリン、アイスなどを⽇替わりで提供。

◆極上鱶鰭コース

「季節の前菜6種盛り」  
少しずつ⾊々な⾷材を楽しめるよう、素材の味を⽣かした前菜の盛り合わせ。  

「本⽇の特撰料理」  
厳選された⾷材と旬の野菜をシンプルに調理し、⾷材の持ち味を引き出した逸
品。  

「季節の海⽼春巻き」  
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FREE
「奨学⾦借りてたな
んて、かわいそう」
元苦学⽣の同期をバ
カにしていたら、上
司に呼び出され…

FREE
婚約者の実家で⽬に
した「ありえないモ
ノ」とは︖次々と暴
かれる“⾃称お嬢
様”の驚きの過去

FREE
交際半年の彼に、1枚
の紙切れを⼿渡した
⼥。書かれていた内
容を⾒た男は、態度
を豹変させ…︖

フォローする

Facebook

Twitter

埋め込む Twitterで表⽰

 @tokyo_calendarさんのツイー
ト

カウンターに登場する迫⼒ある⾁
のプレゼンテーションに、期待値
が⾃ずと⾼まります︕

⾁が本来持ちうる、新たな美味し
さに気づかせてくれる名店です。
#東京カレンダー #東カレ #⾁割烹

⾁好きの「ご褒美デー」はここ
へ︕和⽜の美味しさがしみじみわ
かる⾁割烹tokyo-
calendar.jp/article/22059 
  

東京カレンダーTokyoC
@tokyo_calendar

Instagram

 

枝⾖や百合根など季節ごとの⾷材を使い、海⽼と筍をパイ⽣地で巻いた季節限定
の海⽼春巻。

「特撰フカヒレ姿煮⼟鍋煮込み」  
コラーゲン豊富な特⼤フカヒレを、濃い旨味のスープでゆっくり煮込んだ濃厚な
逸品。  

「薬膳⽕鍋セット」※同上  

「⽕鍋〆物」※同上  

「本⽇のデザート2種類」  
ごま団⼦、アイス。

■プラン概要

・⼀棟貸切プラン  
価格︓2名様〜 100,000円〜  
※メニュー内容はご相談となります。  

・フロア貸切プラン  

東京カレンダー東京カレンダー
151,447 件の「いいね︕」151,447 件の「いいね︕」

このページに「いいね︕」
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価格︓4名様より お⼀⼈様 11,000円／フカヒレ姿煮＋薬膳⽕鍋コース  
   2名様より お⼀⼈様 16,500円／極上鱶鰭コース  

※価格はすべて税込  
※店舗前の駐⾞スペースも利⽤可能

恵⽐寿の閑静な住宅街にひっそりと佇む、⽕鍋酒家『笑⿓』。  

美容効果や疲労回復に効果があるとされる漢⽅⾷材と、厳選した季節の⾷材がた
っぷりと⼊った薬膳⽕鍋を提供している。  

さらに、銘柄鶏や美肌の元となる鮫のコラーゲンなど、美容に嬉しい要素を鍋の
中にギュッと凝縮。  

友⼈宅に遊びにきたかのような⼀軒家で、滋養たっぷりの薬膳⽕鍋を堪能してみ
ては︖

■店舗概要
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無料会員登録はこちら
プレミアム会員登録でサイト内の全ての記事を閲覧する

おすすめ記事

店名︓⽕鍋酒家 笑⿓  
住所︓渋⾕区恵⽐寿南3-9-15  
営業時間︓12:00〜23:00  
※完全予約制  
※⾏政からの要請に従い、営業時間・営業内容が変更になる場合がございます。  
定休⽇︓不定休  
電話番号︓03-5704-4129  
HP︓https://www.shoryuhinabe.com

RESTAURANT INFORMATION

⽕鍋酒家 笑⿓

住所 渋⾕区恵⽐寿南

店舗情報店舗情報

⾏った⾏った ⾏きたい⾏きたい

シェアするシェアする ツイートするツイートするお気に⼊りに追加お気に⼊りに追加

FREE

2019.01.30
冬は、鍋があるから許す
美⼥があつまる絶品スパイス
鶏鍋︕恵⽐寿⼥⼦会なら外さ
ない⼈気店へ︕

PR

2021.09.21

「このままだと、⼀⽣独⾝か
も…」2年間彼⽒ナシの29歳
⼥が、たった5⽇間で恋を⾒つ
けたワケ

2021.03.01
美⼥の⽀持率が⾼い恵⽐寿鍋
デートの誘い⽂句で、変
としても使える︕写真
て⼥⼦ウケする鍋がこれ

PR クラウド活⽤ならビズヒント

どこにも無いユニークなPB商
品が話題の業務スーパー。⽗
から継いで売り上げを2倍に
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