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無限の可能性にチャレンジして
人生を楽しく生きる！

品質と革新性、創造性で常に最先端を走る

お客様と
社会への責任

お客様へ常に感動的な製品と
サービスを提供し、

社会から必要とされる。

株主様への責任
長期的成長を達成し、

株主価値を向上させていく。

社員への責任
社員が自己価値能力を高めつつ、

より充実した人生を家族とともに築くために、
最高の場と支援を提供する。

上記 3つの実現のために、品質と革新性、創造性の3つで
常に最先端を走る。（今を否定できる集団になる。）
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株主の皆様へ

1

●今後の見通しに関する注意事項
本誌の記載内容のうち、当社の将来に関する見通し及び計画などの歴史的事実でないものについては将来予測であり、現在入手可
能な情報から得られた会社の判断に基づいています。これらの将来予測には、リスクや不確定な要素が含まれており、実際の成果
や業績などは、記載の見通しとは大きく異なる可能性があります。

ごあいさつ
　株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は

格別のご支援並びにご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

　ここに当社第36期中間期（2008年1月1日から2008年6月30日まで）が終了いたしました

ので、事業の概況についてご報告いたします。

　株主の皆様におかれましては、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　代表執行役社長 　長谷川　耕造

コンセプト別売上高と
店舗数の推移

■中間期　■通期　
■店舗数
単位：百万円

企業理念 Corporate philosophy
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　当中間期における国内経済は、原

油・穀物価格などの高騰に加え、米国

発のサブプライムローン問題に端を発

する米国経済の失速を背景に景気減速

の兆候が現れ、個人消費も伸び悩み、景気の先行き感も不

透明さを増してきています。

　外食業界におきましても、原材料価格の高騰やお客様の

生活防衛意識の強まりから消費マインドが低下するなど、

一段と厳しい経営環境におかれることとなりました。

　こうした中、当社グループは、今後も続くと思われるこ

の厳しい経営環境下においても持続的な収益成長を可能と

する事業基盤の確立を目指し、グループの成長を支える優

秀な人材の登用や教育システムの整備、不振店・新店の業

績向上、メニューの改善などに積極的に取り組んでまいり

ました。

　当中間期での出店は、５月に千葉県船橋市に「モンスー

ンカフェ ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ」を、さらに将来へ

の成長の礎として開発した本格バーガー専門店「ゼストプ

レミアムバーガー 広尾」を東京都渋谷区にそれぞれ出店し、

当社グループの総店舗数は62店舗となりました。

　この結果、当中間期の連結業績につきましては、売上高

は、既存店売上高の減少や為替変動の影響などにより80億

35百万円（前年同期比3.6％減）となりました。

　また、利益につきましては、営業利益が１億76百万円

（同23.5％減）、経常利益は３百万円（同98.4％減）となり、

中間純損失１億26百万円（前中間期は中間純利益38百万円）

の大幅な減益となりました。

　通期の連結業績の見通しにつきまし

ては、売上高165億78百万円（前期比

2.1％減）、営業利益５億40百万円（同

14.3％増）、経常利益３億46百万円（同

2.8％減）、当期純利益７百万円（前期は当期純損失３億28

百万円）を見込んでおります。

　なお、下期における新規出店としては、７月に栃木県那須

塩原市に ｢フードコロシアム 那須ガーデンアウトレット｣

を出店しています。

　当社は、株主の皆様からの信頼にお応えできるよう全力

を挙げて企業活動を進めてまいりますので、株主の皆様に

おかれましては変わらぬご支援を賜りますようお願い申し

上げます。

2008年9月

当中間期の
連結業績の
概況

通期の
連結業績の
見通し

通期の連結業績見通し

●売上高 165億78百万円 （前期比2.1％減）

●営業利益 5億40百万円 （前期比14.3％増）

●経常利益 3億46百万円 （前期比2.8％減）

●当期純利益 7百万円 
 （前期は当期純損失3億28百万円）
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5/22「モンスーンカフェ ららぽーとTOKYO-BAY」グランドオープン
2008年5月22日（木）に「モンスーンカフェ ららぽーとTOKYO-
BAY」がオープンしました。
大阪・茶屋町に次ぐ13店舗目の「モンスーンカフェ」となります。
新鮮な野菜をたっぷりと使った“ヘルシーエスニック”をテーマに
約60種類のメニューを取り揃えました。東南アジアのリゾートをイ
メージした異国情緒あふれる大空間でタイ、ベトナム、インドネシ
ア、中国など東南アジア各国から厳選したヘルシーエスニック料
理の魅力をお楽しみ下さい。

モンスーンカフェ  ららぽーとTOKYO-BAY
●所在地／〒273─8530  千葉県船橋市浜町2─1─1　南館3F 4920
●電話／ （047）421─7311
●営業時間／11：00 ～23：30
●客席数／166席 
●店舗面積／170.44坪
●設備投資額／205百万円

船橋競馬場駅

大神宮下駅

国道
357号

国道
14号京葉道路

京成本線

JR京葉線

南船橋駅

船橋競馬場

ららぽーと
北通り商店街

船橋オート
レース場

花輪 I.C
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6/1 「ゼストプレミアムバーガー 広尾」グランドオープン
2008年6月1日（日）に「ゼストプレミアムバーガー 広尾」が
オープンしました。
2007年11月に東京ドームシティ ラクーアにオープンした1号店
に続く、2店舗目の「ゼストプレミアムバーガー」となります。
アメリカ南西部のキャンティーナを模した店内でビーフ100%
のプレミアムハンバーガーをご提供しております。ブロック肉を
店内で荒挽きにして作るフレッシュなパテをオーダーごとに
ジューシーに焼き上げ、国産のフレッシュな野菜とオリジナル
の特製ソースを合わせた自慢の逸品をお楽しみ下さい。

Zest Premium Burger 広尾
●所在地／〒150─0012  東京都渋谷区広尾5─3─16　1F·2F
●電話／ （03）6277─3536
●営業時間／10：00 ～22：00
●客席数／78席 
●店舗面積／50.30坪
●設備投資額／62百万円

日比谷線
広尾駅

広尾ガーデン

広尾橋交差点

聖心女子大学

明治通り

外
苑
西
通
り 天現寺橋

交差点

プラザ広尾

広尾商店街
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連結財務ハイライト

5

純資産
自己資本当期純利益率（ROE）

■中間期　■通期
単位：百万円／％中間（当期）純利益 ■中間期　■通期

単位：百万円 1株当たり中間（当期）純利益 ■中間期　■通期
単位：円

売上高 ■中間期　■通期
単位：百万円 営業利益 ■中間期　■通期

単位：百万円 経常利益 ■中間期　■通期
単位：百万円
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連結財務諸表

科　　目 当中間期末
2008年6月30日現在

前中間期末
2007年6月30日現在

前期末
2007年12月31日現在

資
産
の
部

流動資産 2,062 2,174 2,409
固定資産 10,966 12,100 11,161
有形固定資産 8,286 9,706 8,551
無形固定資産 94 65 81
投資その他の資産 2,585 2,327 2,528

資産合計 13,029 14,274 13,571
負
債
の
部

流動負債 4,189 3,679 3,922
固定負債 2,538 3,554 3,101
負債合計 6,728 7,233 7,023

純
資
産
の
部

株主資本 6,329 6,858 6,491
資本金 1,222 1,222 1,222
資本剰余金 1,877 1,877 1,877
利益剰余金 3,240 3,768 3,401
自己株式 △9 △9 △9
評価・換算差額等 △44 172 41
その他有価証券評価差額金 8 13 9
為替換算調整勘定 △52 159 31
新株予約権 15 9 15
純資産合計 6,300 7,040 6,548

負債純資産合計 13,029 14,274 13,571
（単位：百万円　百万円未満は切り捨てて表示しております）

●流動資産
流動資産20億62百万円（前年同期比1億
１１百万円減）の主な内訳は、現金及び
預金12億19百万円であります。
●有形固定資産
有形固定資産は前期に減損損失の計上を
したことなどにより、82億86百万円（同14
億20百万円減）、投資その他の資産は差
入保証金の増加などにより25億85百万円
（同2億57百万円増）となりました。
●純資産合計
利益剰余金の減少などにより63億円（同7
億39百万円減）となり、自己資本比率は
48.2％となりました。

●売上高
既存店売上高の減少や為替変動の影響な
どにより80億35百万円（前年同期比3.6％
減）となりました。
●営業利益
既存店の苦戦などにより、1億76百万円（同
23.5％減）となりました。
●経常利益
子会社の為替差損計上などにより3百万円
（同98.4％減）となりました。

中間連結貸借対照表

中間連結損益計算書

Consolidated Balance Sheets

Consolidated Statements of Income
科　　目 当中間期

2008年1月1日から2008年6月30日まで
前中間期

2007年1月1日から2007年6月30日まで
前期

2007年1月1日から2007年12月31日まで
売上高 8,035 8,333 16,934
売上原価 7,208 7,396 15,111
売上総利益 826 937 1,822
販売費及び一般管理費 650 706 1,349
営業利益 176 230 473
営業外収益 16 68 31
営業外費用 189 49 148
経常利益 3 249 356
特別利益 ─ 40 61
特別損失 4 31 637
税金等調整前中間（当期）純利益 △0 258 △ 220
法人税、住民税及び事業税 86 100 273
法人税等調整額 39 120 △ 165
中間（当期）純利益 △126 38 △ 328

（単位：百万円　百万円未満は切り捨てて表示しております）
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●営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費３億42百万円、為替差損１億40百万円、売上債権の減
少１億19百万円、仕入債務の減少１億51百万円、法人税等の納付１
億41百万円などにより、営業活動の結果得られた資金は、２億79百
万円となりました。

●投資活動によるキャッシュ・フロー
新規出店に伴う有形固定資産の増加２億39百万円、定期預金への
預入６億80百万円、定期預金の払い戻しによる収入６億20百万円な
どにより、投資活動の結果使用した資金は、４億４百万円となりました。

●財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金５億円の増加、長期借入金の返済７億46百万円を行う一
方、長期借入金２億20百万円を実行することなどにより、財務活動に
より使用した資金は、61百万円となりました。

科　　目
当中間期

2008年1月  1日から
2008年6月30日まで

前中間期
2007年1月  1日から
2007年6月30日まで

前期
2007年  1月  1日から
2007年12月31日まで

営業活動によるキャッシュ･フロー 279 508 982
投資活動によるキャッシュ･フロー △404 △626 △870
財務活動によるキャッシュ･フロー △61 217 △57
現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 3 △2
現金及び現金同等物の増減額 △192 102 51
現金及び現金同等物の期首残高 525 474 474
現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 333 576 525

（単位：百万円　百万円未満は切り捨てて表示しております）

当中間期
2008年1月1日から2008年6月30日まで

株　　主　　資　　本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

2007年12月31日残高 1,222 1,877 3,401 △9 6,491 9 31 41 15 6,548
中間連結会計期間中の変動額
　新株の発行 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
　剰余金の配当 ─ ─ △35 ─ △35 ─ ─ ─ ─ △35
　中間純損失 ─ ─ △126 ─ △126 ─ ─ ─ ─ △126
　自己株式の取得 ─ ─ ─ △0 △0 ─ ─ ─ ─ △0
　株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） ─ ─ ─ ─ ─ △1 △84 △85 0 △85
中間連結会計期間中の変動額合計 ─ ─ △161 △0 △161 △1 △84 △85 0 △247
2008年6月30日残高 1,222 1,877 3,240 △9 6,329 8 △52 △44 15 6,300

（単位：百万円　百万円未満は切り捨てて表示しております）

中間連結キャッシュ・フロー計算書

中間連結株主資本等変動計算書

個別主要経営指標
Non-Consolidated 
Key Financial Data

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 総資産 純資産
当中間期 7,664 276 267 △576 13,053 6,389
前中間期    7,871 368 369 177 13,893 7,144
前　　期 16,080 743 745 32 13,925 7,001

（単位：百万円　百万円未満は切り捨てて表示しております）

Consolidated Statements of Cash Flows

Consolidated Statement of Changes in Net Assets
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会社概要 ・ 株式情報（2008年6月30日現在）

■ 発行可能株式総数 16,896,000株
■ 発行済株式の総数 7,111,400株
■ 株主数 3,489名
■ 大株主

■ 所有者別の株式数と株主数

■ 株価推移

■ 商号 株式会社グローバルダイニング
 GLOBAL̶DINING, INC.

■ 本社住所 〒107─0062　東京都港区南青山七丁目1番5号

■ 主な事業内容 レストラン経営による飲食事業

■ 設立年月日 1973年10月5日

■ 資本金 12億2,211万円

■ 従業員数 305名
 上記従業員数には臨時従業員は含まれておりません。
 なお、臨時従業員の2008年6月における平均雇用人員は、1,268人
 （8時間×20日を1人として換算）であります。

■ 店舗数 59店舗

■ 子会社 グローバルダイニング,インク.オブ  カリフォルニア
 米国ロスアンジェルスにおいてレストラン3店舗の経営を行っております。

■ 役員 取締役
（2008年8月1日現在） 取　　締　　役＊ 長谷川　耕　造
 取　　締　　役＊ 髙　橋　一　平
 取　　締　　役※ 槇　原　　　純
 取　　締　　役※ 浜　尾　　　泰
 取　　締　　役※ 佐久間　利　章
 （注）＊印を付した取締役は、執行役を兼務しています。
 　 　※印を付した取締役は、社外取締役であります。

 執行役
 代表執行役社長 長谷川　耕　造
 執　　行　　役 竹　本　幹　也
 執　　行　　役 髙　橋　一　平
 執　　行　　役 河　村　征　治

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
長谷川　耕造 3,352 47.14
有限会社スペースラブ 792 11.14
ハセガワインターナショナルトレイドカンパニー 626 8.81
グローバルダイニング従業員持株会 73 1.03
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　505041 60 0.84
シービーエヌワイ デイエフエイ インターナショナル キャップ バリュー ポートフォリオ 53 0.76
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●事業年度　毎年1月1日から12月31日

●定時株主総会　毎年3月

●期末配当金受領株主確定日　12月31日

●中間配当金受領株主確定日　　6月30日

●株主名簿管理人　
大阪市中央区北浜四丁目5番33号　
住友信託銀行株式会社

●同事務取扱場所　
東京都千代田区丸の内一丁目4番4号　 
住友信託銀行株式会社  証券代行部

●郵便物送付先電話照会先 
〒183─8701　東京都府中市日鋼町1番10　
住友信託銀行株式会社  証券代行部　
（住所変更等用紙のご請求）0120─175─417　
（その他のご照会）　　　　0120─176─417

●インターネットホームページURL 
http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/
service/daiko/index.html　

●同取次所　
住友信託銀行株式会社　本店及び全国各支店

●単元株式数　100株

●公告の方法　
電子公告の方法により行います。
ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由
が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告します。
公告掲載URL　http://www.global-dining.com/

■ 株主優待制度のお知らせ
グローバルダイニングでは株主様の日頃のご愛顧に感謝を込めて、株主優待制
度を設けております。
この優待制度は、事業活動に触れていただく機会をご提供することで株主の皆
様にグローバルダイニングをよりご理解いただくことを目指したものでございます。
今後とも、皆様との対話を通じた親密な関係を築いてまいりたいと考えております
ので、ご支援よろしくお願い申し上げます。

①対象株主 毎年12月末及び6月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記 
 載又は記録された株主様を対象とします。

②贈呈基準 500株以上ご所有の株主様に対し、15％割引の株主優待証を1枚贈 
 呈いたします。

③利用方法 ▶当社直営店舗の店頭において、株主優待証と身分証明証の提 
 　示により、会計料金の15％を割引いたします。
    （会計の際、伝票にご署名いただきます｡）
 ▶株主優待証のご利用は株主名義人本人のご利用に限ります。
 　また、第三者への貸与、譲渡は、有償・無償を問わずできません。
 ▶同伴者も一括払いにて同様の扱いとします。（回数制限無し）

④利用上の制限 ▶ランチメニューと貸切パーティー、ウェディングは除きます。また、 
 　各種割引及びクーポン券類との併用もできません。 
 ▶当社直営店舗でないデパート等の催事販売、通信販売、オンラ
 　インショッピング等は対象外となります。 
 ▶株主優待証の紛失、盗難、滅失などの責任は負いかねます。
 　また、再発行もいたしません。

⑤有効期間 ▶12月31日基準の株主 翌年4月1日から9月30日までの6ヵ月間有効
 ▶6月30日基準の株主 10月1日から翌年3月31日までの6ヵ月間有効

⑥取扱店舗 当社直営の国内全店舗
※2008年9月下旬発送予定です。

株主優待証に関するお問合せ

　株式会社グローバルダイニング　総務
　TEL：03─5469─3223
　E-mail：stock@global-dining.com

株主メモ

株 主 優 待 証
有効期間：平成20年10月1日から

平成21年3月31日まで

株主優待制度のお知らせ
グローバルダイニングでは株主様の日頃のご愛顧に感謝を込めて、株主優待制度を設けております。
この優待制度は、事業活動に触れていただく機会をご提供することで株主の皆様にグローバルダイニングをよりご理解いただ
くことを目指したものでございます。
今後とも、皆様との対話を通じた親密な関係を築いてまいりたいと考えておりますので、ご支援よろしくお願い申し上げます。

株式会社グローバルダイニング
代表執行役社長　　長谷川耕造

15% OFF（ご署名）
　　ご署名のない株主優待証はご利用いただけません。

見　　　　　本見　　　　　本



Restaurant Guide

外食産業とは、

単にお食事を提供するだけではありません。

都市生活者の新しいライフスタイルの一部として、

質の高いサーヴィスと空間創造による

エンターテイメントを提供すること、

単に流行にとらわれない

本物の価値を追求することが、

これからの外食産業の

ひとつの在り方ではないでしょうか。

レストランガイド
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ラ・ボエム
“因習に囚われない自由な生き方”が名前に込められた「ラ・ボエム」は、
ヨーロッパをイメージさせる優美な空間で、本格パスタ料理を中心にオリジナ
ルディッシュも豊富なフレッシュ・イタリアンを提供しております。また「ラ・
ボエム クアリタ」では、ラ・ボエムのコンセプトを基に、手打ちパスタやナ
ポリピッツアなどヘルシーで手作り感のある料理をお楽しみいただけます。

西麻布
Phone（03）3407─1363
港区西麻布2─25─18　麻布パレス 2F

代官山
Phone（03）3476─4799
渋谷区代官山町16─2　八幡ビル 1F・B1F

南青山
Phone（03）3499─3377
港区南青山7─11─4　H.T南青山ビルディングⅢ 1F

世田谷
Phone（03）5486─3700
世田谷区池尻1─9─11　メゾン・ド・ソレイユ 1F・B1F

渋谷
Phone（03）3477─0481
渋谷区神南1─6─8　カンパリビル 3F

六本木
Phone（03）3478─0222
港区六本木4─11─13　ランディック六本木ビル 1F

表参道
Phone（03）5467─5666
渋谷区神宮前5─8─5　ジュビリープラザビル B1F

白金
Phone（03）3442─4488
港区白金台4─19─17　1F・2F

銀座
Phone（03）3572─5005
中央区銀座6─4─1　東海堂銀座ビル B1F

北青山
Phone（03）5766─1666
港区北青山3─6─25　AOYAMA3625 1F・2F

港北
Phone（045）914─2800
神奈川県横浜市都筑区中川中央1─31─1　モザイクモール港北 6F

お台場
Phone（03）3599─4801
港区台場1─7─1　メディアージュ 4F

恵比寿
Phone（03）5475─5800
渋谷区広尾1─3─1　ハギワラビル B1F

新宿御苑
Phone（03）5366─2242
新宿区新宿1─1─7　コスモ新宿御苑ビル 1F・2F

G－Zone 銀座
Phone（03）5524─3616
中央区銀座1─2─3

麻布十番
Phone（03）6400─3060
港区麻布十番2─3─7　グリーンコート麻布十番 1F・2F

骨董通り
Phone（03）6418─4242
港区南青山6─2─2　南青山ホームズ B1F

自由が丘
Phone（03）5731─5050
目黒区自由が丘1─4─8　1F・2F

元町中華街
Phone（045）227─7123
神奈川県横浜市中区山下町61̶1　山下ビル B1F

茶屋町
Phone（06）6292─1555
大阪府大阪市北区茶屋町15─22　アーバンテラス茶屋町A棟 3F

クアリタ  渋谷
Phone（03）5728─6388
渋谷区宇田川町20─11　渋谷三葉ビル B1F・B2F

クアリタ  天神
Phone（092）737─2601
福岡県福岡市中央区天神2─3─24　天神ルーチェ 5F・6F・7F
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モンスーンカフェ
“寛ぎのオリエンタル～都市の中の
楽園”をテーマとした、アジアンリ
ゾートの雰囲気漂う空間が特徴的
です。タイ、ベトナム、インドネシア、
中国などアジア各国のメニューを取
り入れ、各地方独特の野菜や香辛
料をふんだんに使用したヘルシーエ
スニックと、トロピカルドリンクなど
種類豊富なドリンクを提供しており
ます。

ゼスト キャンティーナ
アメリカ南西部のキャンティーナ（酒
場）を思わせるフロンティアスピリッ
ツ溢れる陽気な空間で、メキシコ料
理を色濃く反映させたテックスメッ
クス料理を提供しております。ステ
ーキやハンバーガー、ホームメイドタ
コスといったボリューム満点の料理
と、種類豊富なオリジナルカクテル
が人気です。

西麻布
Phone（03）5467─5221
港区西麻布2─10─1　西麻布YKビル、カワイビル 1F

代官山
Phone（03）5489─3789
渋谷区鉢山町15─4

渋谷
Phone（03）5489─1611
渋谷区神南1─6─8　カンパリビル 4F

南青山
Phone（03）3400̶7200
港区南青山7─3─1　NGA南青山ビル ⅩⅡ 1F･2F

お台場
Phone（03）3599─4805
港区台場1─7─1　メディアージュ 4F

舞浜イクスピアリ
Phone（047）305─7330
千葉県浦安市舞浜1─4   イクスピアリ グレイシャス・スクエア 3F

たまプラーザ
Phone（045）905─5155
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5─2─15

西麻布
Phone（03）3400─2235
港区西麻布2─13─15　第二横芝ビル 2F

世田谷
Phone（03）5486─0321
世田谷区池尻3─29─4

飯倉
Phone（03）5570─6999
港区六本木5─18─19　グランメール六本木 1F

渋谷
Phone（03）5489─3332
渋谷区神南1─6─8　カンパリビル 2F

恵比寿
Phone（03）5475─6291
渋谷区恵比寿1─22─19

お台場
Phone（03）3599─4803
港区台場1─7─1　メディアージュ 4F

G－Zone 銀座
Phone（03）5524─3621
中央区銀座1̶2̶3

恵比寿
Phone（03）5789─3811
渋谷区恵比寿4─4─6　MARIX恵比寿ビル 1F・2F

麻布十番
Phone（03）5775─6900
港区麻布十番1─7─5　フェスタ麻布 6F

G－Zone 銀座
Phone（03）5524─3631
中央区銀座1─2─3

自由が丘
Phone（03）5726─1366
目黒区自由が丘1─26─4　ステラ自由が丘 B1F

茶屋町
Phone（06）6292─0010
大阪府大阪市北区茶屋町15─22　アーバンテラス茶屋町A棟 4F

ららぽーとTOKYO-BAY
Phone（047）421─7311
千葉県船橋市浜町2─1─1　南館 3F 4920
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タブローズ
Phone（03）5489─2201
渋谷区猿楽町11─6　サンローゼ代官山 B1F

タブローズ ラウンジ
Phone（03）5489─2202
渋谷区猿楽町11─6　サンローゼ代官山 B1F

ステラート
Phone（03）3442─5588
港区白金台4─19─17　3F

食材や調理法にとらわれず、高品質で健康的なグローバルキュイジーヌを、世界に通用するサーヴィスで提供しております。92年にオー
プンした代官山「タブローズ」、ジャズの生演奏とシガーをお楽しみいただける「タブローズ ラウンジ」、そしてガラス張りの天井が特徴的な
白金台「ステラート」。また、02年渋谷にオープンした「レガート」は“劇場”をテーマとした臨場感溢れるディナーレストランです。

権八
伝統的な日本の民家を思わせるノスタルジックな空間で、本格手打ち蕎麦と備長炭で焼き上
げる風味豊かな炭焼きを、選りすぐりの日本酒や焼酎と共に提供しております。「SUSHI権
八」では旬の素材を使った江戸前寿司やインターナショナルロールを、「TEPPAN権八」で
は特選牛をメインに季節の野菜や魚介の鉄板焼きを、そして「天ぷら権八」では旬の素材を
オーダーごとに揚げる本格的な天ぷらをお楽しみいただけます。

お台場
Phone（03）3599─4807
港区台場1─7─1　メディアージュ 4F

西麻布
Phone（03）5771─0170（蕎麦・炭焼き）1F・2F
Phone（03）5771─0180（寿司）3F
港区西麻布1─13─11

渋谷
Phone（03）5784─2011（蕎麦・炭焼き）
Phone（03）5784─3772（寿司）
渋谷区円山町3─6　E・スペースタワ－ 14F

G－Zone 銀座
Phone（03）5524─3641（蕎麦・炭焼き）
Phone（03）5524─3626（寿司）
中央区銀座1─2─3

天神
Phone（092）737─2662（蕎麦・炭焼き）5F・6F
Phone（092）737─2666（鉄板）7F
福岡県福岡市中央区天神2─3─24　天神ルーチェ 5F・6F・7F

あざみ野
Phone（045）905─2933（炭焼き）2F
Phone（045）905─2931（天ぷら）1F
神奈川県横浜市青葉区あざみ野2─1─1　東急あざみ野ビル 1F・2F

桜新町
Phone（03）5451─3300（炭焼き）2F
Phone（03）5451─0222（天ぷら）1F
世田谷区桜新町2─9─2

レガート 
Phone（03）5784─2121
渋谷区円山町3─6　E・スペースタワ－ 15F

ディナーレストラン

蕎麦・炭焼き

寿司

鉄板

天ぷら
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ラクーア
Phone（03）6661─3544
文京区春日1─1─1　ラクーア 1F

広尾
Phone（03）6277─3536
渋谷区広尾5─3─16　1F・2F

沖縄
Phone（098）860─1441
沖縄県那覇市おもろまち4─1　DFSギャラリア沖縄 3F

グランベリーモール
Phone（042）788─3811
町田市鶴間3─4─1

那須ガーデンアウトレット
Phone（0287）97─2130
栃木県那須塩原市塩野崎184─7　那須ガーデンアウトレット C007

代官山本店
Phone（03）5489─0170
渋谷区鉢山町10─13

渋谷マークシティ店
Phone（03）5457─2260
渋谷区道玄坂1─12─3　渋谷マークシティ イーストモール 3Ｆ

ゼストプレミアムバーガー
アメリカ南西部のキャンティーナを模した
店内で、新鮮な素材と手作りにこだわった
ビーフ100%のプレミアムハンバーガーをご
提供しております。国産のフレッシュな野
菜とオリジナルの特製ソースを使用した自
慢の逸品をお楽しみ下さい。

フードコロシアム
イタリアン、テックスメックス、エスニック、そし
て和食など料理ジャンルの異なる様々なブース
を設け、店内にて手作りしたバリエーション豊
かな世界各国の本格的な味わいを、リゾート
感溢れるラグジュアリー（贅沢）な空間でお楽
しみいただいております。

デカダンス ドュ ショコラ
カカオ豆の産地や品種にこだわった、最高級
クーベルチュールや厳選された素材を使い、
デカダンスオリジナル製法で、本来の苦み、
酸味、コクを一粒一粒に封じこめました。ショ
コラ本来の味をそのままお口にどうぞ。



ホームページのご案内

株式会社グローバルダイニング
〒107─0062　東京都港区南青山七丁目1番5号　Phone：（03）5469─3223   Fax：（03）3407─0779

デカダンス ドュ ショコラのホームページでは、オン
ラインショッピングを楽しめるほか、店内商品
の情報や最新ニュースなどの旬な情報が満載
です。

ウェディング＆パーティーサロンのホームページ
では、レストランでのウェディングをはじめ、
各種パーティー情報をご覧いただけます。

http://www.decadence.jp/

http://wedding-party.global-dining.com/

Website Information

この度、グローバルダイニングのWEBサイトが新しくなりました。
デザインをリニューアルしただけではなく、レストラン検索機能などを追加して更に使いやす
くなり、新コンテンツとしてグローバルダイニングの“食のこだわり”もご紹介しております。
また、株主・投資家の皆様向けの情報として、毎月の売上動向を翌月の平日2日目を目処
にホームページに掲載しているほか、決算発表資料等も適時掲載しております。

http://www.global-dining.com/
グローバルダイニング 新WEBサイトオープンのお知らせ

グローバルダイニング 検索
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