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こんにちは、 ゲスト さん ポイントクラブ ぐるなびのお得なポイント最新情報！

5/12、13はタイイベントのためお休みさせて頂きます

【NEW OPEN】忘年会･女子会･同窓会に♪

≪美容と健康に嬉しいタイ料理≫

【駅近】東新宿駅徒歩2分

【タイ料理】

本格的なタイ料理が楽しめるレストラン

【利用シーン】

女子会・忘年会・歓送迎会・飲み会など

【ご宴会】

タニヤコース 2950円

スクウィットコース 3500円

バンコクコース 8000円

＊飲み放題 2時間 1500円＊

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ご予約・お問い合わせはこちらまでお願い致します。

⇒⇒０３-３２０４-０３８９ （姉妹店：ディチン）

⇒⇒０４２-３６０-７９１５ （本店：スイタイ）

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

いいね！
1

このお店の地図・情報を保存

このお店を共有

お店情報をブログに貼り付け

このページをブックマーク

ディチン

ディチン TEL 03-3204-0389
※お問い合わせの際はぐるなびを見たとお伝え
になるとスムーズです。

新宿 本格タイ料理

都営大江戸線東新宿駅 徒歩1分 (地図を見る )

業態

アクセス

(3)

お店の情報を

口コミ(1)

(3)

お得掲示板

お店からのお得な情報を
リアルタイムでお知らせ

ｍｙぐるなび

こんにちは、ゲストさん

新規会員登録

ぐるなびポイントクラブ

ぐるなびプレミアム会

員サービス
プレミアム会員だけが使える

機能や特典が盛りだくさん！

おすすめのジャンル

エスニック・アジア料理店
大久保・高田馬場/アジア・エス
ニック料理
大久保/アジア・エスニック料理

タイ料理店
大久保・高田馬場/タイ料理
大久保/タイ料理

ランチ
大久保・高田馬場/ランチ
大久保/ランチ
アジア・エスニック料理/ランチ
タイ料理/ランチ

見比べリスト

最近見たお店

ここにも注目！

ぐるなび 東京 大久保・高田馬場 グルメ 大久保 グルメ ディチン

東京のグルメ・食事・レストラン情報

クーポン保存→お店でタッチでポイントゲット！

レストラン検索  エリアから探す  料理から探す こだわりから探す  カテゴリ一覧
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カオソアイ（北タイの揚げ麺＆生麺） ラープペ（アヒルのサラダ）

ネームクル（タイソーセージのサラダ） 宴会コースはボリューム満点！！

ヘルシー料理が満載！

店名 ディチン

もっと大きな地図で見る

このお店の地図・情報を保存

住所
〒169-0072 東京都新宿区大久保町1-1-9 フラワーハイホーム

B1

アクセス
都営大江戸線東新宿駅 徒歩1分 

ＪＲ新大久保駅 徒歩8分 

TEL 03-3204-0389
※お問い合わせの際はぐるなびを見たとお伝えになるとスムーズです。

FAX --

営業時間
11:00～15:00(L.O.14:30)

16:00～06:00(L.O.05:00)

定休日 月曜日 (祝日の場合営業)

メールアドレス --

ホームページ --

ディチン のおすすめ

ディチン の特徴

お店のウリ ニューオープン タイ料理 女子会 忘年会 東新宿

ディチン  基本情報

http://r.gnavi.co.jp/gb0b900/map/#figure
http://r.gnavi.co.jp/gb0b900/map/#figure
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2,500円(通常平均) 3,500円(宴会平均) 680円(ランチ平均)

English 简体中文 繁體中文 한국어

TEL 03-3204-0389

お店の情報を

平均予算

クレジットカード --

総席数 35席 宴会最大人数 35人(着席時)

駐車場 --

Foreign Language Version

※お問い合わせの際はぐるなびを見たとお伝えになるとスムーズです。

問い合わせ先 ディチン

このお店を見た人が他に見ているお店

あなたの感想を
聞かせて下さい！！

(3)

口コミ(1)

ディチン ページ上部へ

Copyright© Gurunavi, Inc. All rights reserved.
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大久保・高田馬場 大久保 エスニック・アジア料理 タイ料理 大久保 エスニック・アジア料理 大久保 タイ料理
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