ご予約時に宴会ナビを見たとお伝えください。

カフェ＆バー

PRONTO

イタリアンバールをコンセプトに、朝は香り豊かなコーヒーとパン
でモーニング、昼はパスタでランチ、午後はスイーツでティー
タイム、夜は豊富なアルコールとおつまみを中心としたバーと
して、1日のお好きなシーンでくつろぎの時間をお過ごしください。

プロント

春の宴会プレミアムコース

（ポップコーン食べ放題付き）

ng Party Pla
n
Spri

2020

宴会NAVI予約特別価格

3,730円

お一人様

4,230円

（税込）

（税込）

ポップコーン食べ放題／パルマ産ホエー豚の生ハム切り落としと
パンチェッタ／6種野菜とパルメジャーノのサラダ／チーズた〜っぷり
マルゲリータ／サーモンと季節野菜のカルパッチョ／白トリュフ
風味のチーズポテト／選べるお肉料理(Ａ:切り落としローストビーフ、
Ｂ:ハーブ香る骨付きローストチキン、
Ｃ:四元豚の厚切りステーキ)／
選べるパスタ(Ａ:半熟卵とベーコンの焼きカルボナーラ、
Ｂ:トマト
ソース、
Ｃ:トマトクリームソース、
Ｄ:たらこソース)
［全日］
17：30〜

★要予約(２日前まで) ★４名様より承ります。

※貸切も承ります。(25名〜70名様※着席は40名様まで)
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。

飲み放題付き
宴会NAVI
予約特典

お肉料理はもちろん、
前菜からシメまでこだわり尽くしの豪華な料理が勢揃いしたイチオシコース！

120 分 L.O. 30分前

飲み放題150分に延長
(L.O.30分前)

［営業時間］ 平 日 7：00 〜 23：00
（L.O. 22：30）

8：00 〜 23：00
（L.O. 22：30）

土

［宴会人数］最大70名様

03-6458-6381

［個室］なし

日･祝

8：00 〜 22：00（L.O. 21：30）

［車イス］OK

［禁煙］喫煙ルームあり

カ
フ

ベーカリーカフェ

ェ

その日一番の美味しさのために、今も昔も 手作り が基本。焼きたて
パンのほか、オーダーを受けてからスチームオーブンで焼き上げる、
あつあつチーズとろーりの石窯ターキッシュサンド、そして珈琲専門
店「元町珈琲」の特別ブレンド珈琲も一緒にお楽しみいただけます。

麻布十番モンタボー
宴会NAVI特典

全品

5%OFF

春の宴会NAVI冊子のご提示で全商品、
本体価格より5％OFF
［全日］終日

※その他の特典サービスと併用不可。
※一部対象外あり。

※写真はイメージです。
［営業時間］ 平 日 8：00 〜 21：00
土･日･祝

案内図

永代通り

木場

4b出口

三ツ目通り

イトー
ヨーカドー

319

首都高速９号深川線

深川ギャザリア

清澄通り

ギャザリア
レストラン

（L.O. ホットサンド18：00、
ドリンク20：00）

［車イス］OK

03-5857-6330

門前仲町

9：00 〜 21：00

東京メトロ東西線 木場駅4b出口より徒歩2分

深川ギャザリア

［禁煙］終日

検索

https://www.gatharia.jp/

[ギャザリアレストラン]

営業時間 11：00〜23：00 年中無休

ギャザリアレストラン運営事務所 TEL.03-5857-2140（受付時間10:30〜19:00）
東京都江東区木場1-5-10
※一部営業時間の異なる店舗がございます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

FUKA GAWA GATH ARIA
REST AURA NT

ご 宴 会 承 り中

2.3Mon-4.30Thu

四川料理

Cheers!

に思いをのせて

陳建一考案の麻婆豆腐は絶品。新メニュー、牛肉を使用した
新派麻婆豆腐や、陳建一の坦々麺もオススメです。

陳建一麻婆豆腐店

春の四川コース
お一人様

5,500円

（税込）

前菜／ロブスターの唐辛子煮
（特製肉焼売付）
／ハチミツソースの
豚ロース焼／山椒風味の唐揚げ／麻婆豆腐／豚まん／トマトと
玉子のスープ／ライス／杏仁豆腐

はじまり は ここから

［平日限定］
17：00〜21：30

★要予約(3日前まで)
★４名様より承ります。

ギャザリアのレストラン＆カフェでは

※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。
※写真は4人前です。

春ならではの旬の食材をつかった
いろとりどりのメニューを取り揃えて
送別会や歓迎会、卒業や入学のお祝いなど
親しい方や大切な方、会 社の同僚とのお集まりに

飲み放題付き

最適な宴会プランをご用意しております。

陳建一麻婆豆腐店のおすすめコース料理です。歓送迎会にぜひご利用ください。

大切な方との大切なシーンのために

120 分 L.O. 10分前

ビール・紹興酒・
ノンアルコールビール・ソフトドリンク

ギャザリアレストランは
こころづくしのメニューでお待ちしております。

［営業時間］ 全 日 11：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）
［車イス］OK

［禁煙］終日

華

03-5857-2164

［個室］なし

中

［宴会人数］最大30名様

料
理

中華料理

焼 肉

生焼肉 A5 KURA

A4〜A5等級の和牛を中心に使用し、冷凍保存を一切せず、
フレッシュな生のままカットし提供いたします。

エーゴ クラ

紅虎餃子房

庶民的な中華料理を、気取らず誰にでも楽しんでいただけ
ます。鉄鍋棒餃子や元祖韮菜万頭など、個性あふれる紅虎
の味をお楽しみください。

ベニトラギョウザボウ

贅沢コース(北京ダック･フカヒレコース)

春の宴会お得コース
お一人様

4,980

宴会NAVI予約特別価格

5,450円

季節の前菜4品盛り／鉄鍋棒餃子／北京ダック／大餃子／
黒酢の酢豚／海鮮春巻／フカヒレの土鍋麺／ブロッコリー・
カニ肉あんかけ／デザート
［平日］
17:00〜※ランチタイムは事前相談 ［土･日･祝］終日
★要予約(2日前まで) ★2名様より承ります。
《その他のコース》
点心コース 3,650円（税込） 紅虎コース 4,450円（税込）
もございます。

［平日限定］
17：00〜21：00

焼

★要予約
（前日まで）
★4名様より承ります。

※貸切も承ります。(40名〜75名様)
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。※写真は4人前です。

肉

※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。
※写真は4人前です。

飲み放題付き

全11種料理、120分飲み放題付き。
Ａ４〜Ａ５等級の和牛を中心に使用し、
冷凍保存を一切せずフレッシュな生のままカットし提供いたします。幹事さんにやさしいお得なコースです。

03-5634-1290

１

¦

宴会NAVI
予約特典

人気の北京ダックや自慢のフカヒレの土鍋麺などがはいったボリュームあるコースです。

［営業時間］ 全 日 ランチ 11：00 〜 15：00、ディナー 17：00 〜 22：30
（L.O. 22：00）

［営業時間］ 全 日 11：00 〜 23：00
（L.O. 22：00）

［宴会人数］最大80名様

［宴会人数］最大75名様（立食最大90名様）

［個室］なし

［車イス］OK

03-5857-2150

［喫煙］終日

SPRING PART Y PL AN 2020

ご予約時に宴会ナビを見たとお伝えください。

120 分 L.O. 30分前

ビール・焼酎・紹興酒・カクテル・ソフトドリンク

120 分 L.O. 30分前

生ビール・サワー・ハイボール・ワイン・
マッコリ・焼酎・ソフトドリンク（全30種）

（税込）

（税込）

チョレギサラダ／キムチ盛り／塩焼３点盛り(上タン、
サーロイン、
ウチモモ)／トントロ塩焼／黒豚塩焼／タレ焼き２点盛り(ハラミ、
カルビ)／ホルモン３点盛り／クッパ

飲み放題付き

5,000円

お一人様

円（税込）

［個室］あり

飲み放題150分に延長(L.O.30分前)
or
やみつき餃子食べ放題追加

［車イス］OK

（平日のみ）17：00 〜 23：00
［禁煙］平日 11：00 〜 17：00、土・日・祝 終日 ※個室喫煙可

ご予約時に宴会ナビを見たとお伝えください。

SPRING PART Y PL AN 2020
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イタリアン

PAGLIACCIO

イタリアのトラットリアが登場！
ナポリピッツァに肉料理、パスタ、
ワインも充実。
食べて飲んで、一日中賑わう楽しいイタリアンです。

パリアッチョ

ステーキ

Jackson Farm & Grill

ジャクソンファーム＆グリル

プリマヴェーラ コース

春のパーティー特別コース

宴会NAVI予約特別価格

4,950円

お一人様

5,500円

3,780円

自家製ピクルス／枝豆コショウ炒め／ジャンボソーセージ／
ガーリックポテト／ベーコンホウレンソウ／3種のチーズピザ／
牛ランプのカットステーキ
［全日］
11:00〜22:00

★要予約(2日前まで)
★２名様より承ります。

※貸切も承ります。
(24名様〜32名様)
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。
※写真は2人前です。

※貸切も承ります。(最大150名様)
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。 ※写真は4人前です。

120 分 L.O. 30分前

飲み放題付き

宴会NAVI
予約特典

21名様以上の本コース
ご予約で幹事様1名無料

おすすめの鉄板ネタを盛り込んだボリューム、内容ともに満足間違いなし！ 期間限定コースです。

［営業時間］ 平 日 11：00 〜 23：00
（L.O. 22：00）
土･日･祝

03-5857-2168

宴会NAVI
予約特典

飲み放題150分に延長
(L.O.30分前)

（L.O. 14：30）
、ディナー 17：00 〜 23：00
（L.O. 22：00）
［営業時間］ 平 日 ランチ 11：00 〜 15：00

11：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）

［宴会人数］最大100名様（立食最大150名様）

120 分 L.O. 30分前

ビール・ハイボール・サワー・カクテル・
ワイン・ソフトドリンク

瓶ビール・ワイン
（赤白）
・ハイボール・
カクテル・ソフトドリンク

豊富な品数でボリューム満点！！
旬の食材を使ったパスタや窯焼きピッツァ、
コース限定の厚切りローストビーフが召し上がれます。

（税込）

（税込）

〈全11品〉揚げパスタ／もちもちミニフォカッチャ／水牛モッ
ツァレラのカプレーゼ／パルマ産生ハム／スモークサーモンの
レモンマリネ／アンチョビポテト／サラダ／季節の窯焼きピッツァ／
季節のパスタ／厚切りローストビーフ バルサミコソース／
ドルチェ
［全日］
17：00〜
★要予約
（２日前まで） ★4名様より承ります。
★ご予算に応じたコースも承りますのでご相談ください。

飲み放題付き

3,280円
宴会NAVI予約特別価格

お一人様

（税込）

（税込）

厳選したビーフ、ポーク、
チキンの鉄板グリルを提供。
「安心・安全」
のこだわりオーガニック野菜のサラダをプラス。
夜はステーキバルとして豊富なお酒と厚切りステーキを提供
しております。

土･日･祝 ランチ 11：00 〜 15：00
（L.O. 14：30）
、ディナー 17：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）

［個室］なし

［宴会人数］最大60名様

［車イス］OK

03-6666-5916

［禁煙］平日 11:00 〜 18:00、土・日・祝 終日 ［分煙］平日 18:00 〜 23:00
（喫煙スペースあり）

［個室］なし

［車イス］OK

［禁煙］11：00 〜 15：00 ［喫煙］17：00 〜 23：00

洋

洋

食

食
ビアホール

ビアホール だん家

世界のビールとワイン、ウイスキーが豊富！
ビールと合うドイツ産ソーセージやボリュームたっ
ぷりなピザとパスタをお楽しみください。

ダンケ

洋食

キッチンジロー＆ほろよいジロー

だん家コース

キッチンジロー 春のコース
宴会NAVI予約特別価格

お一人様

4,600円

（税込）

4,300円

お一人様

（税込）

［全日］
終日

［平日限定］
18:00〜20:00

★要予約(前日まで)
★2名様より承ります。

※貸切も承ります。
（60名〜84名様）
※仕入れの状況等により写真と料理内容が
異なる場合がございます。
※写真はイメージです。
※写真は4人前です
※他のクーポンとの併用はできません。

※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。
※写真は2人前です。

150 分 L.O. 30分前

ビール・ハイボール・日本酒・焼酎・カクテル・
スパークリング・サワー・ソフトドリンク

飲み放題付き

［営業時間］ 平 日 11：00 〜 22：30
（L.O. 料理 21：30、
ドリンク 22：00）

11：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）

03-3646-7011

3
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［個室］あり

土･日･祝

SPRING PART Y PL AN 2020

ご予約時に宴会ナビを見たとお伝えください。

11：00 〜 22：30（L.O. 21：30）

［宴会人数］最大60名様

［車イス］-

［禁煙］平日 11：00 〜 14：30 ［分煙］平日 17：00 〜 23：00、
土・日・祝 終日

120 分 L.O. 30分前

生ビール・サワー各種・ハイボール・
グラスワイン・日本酒・ソフトドリンク

人気のメニューをチョイスしたコース料理に飲み放題プランをセットしました。
心ゆくまでほろ酔い気分をお楽しみいただけます。

［営業時間］ 平 日 ランチ 11：00〜14：30
（L.O. 14：00）
、ディナー 17：00〜23：00
（L.O. 22：30）

［宴会人数］最大84名様

（税込）

★要予約
（前日まで）
★４名様より承ります。

飲み放題付き

土･日･祝

4,000円

枝 豆 ／ グリーンジロー サラダ ／ 塩 ポ テトフライ／ミート
グラタン／揚物盛り合わせ（からあげ・コロッケボール・メンチ
ボール）／〆のパスタ

パンとミニグリッシーニ／前菜3種盛り合わせ／マカロニサラダ／
ジャーマンポテト／イカ一匹オーブングリル／だん家ソーセージ／
アイスバイン／キャベツとベーコンのペペロンチーノ

ビアホールだん家の人気メニューを１つのコースに仕上げました。

昭和39年神田神保町で創業。
オリジナルソースのハンバーグとプリプリのエビフライの盛
り合せ、サクサクの衣で肉汁を閉じ込めた自慢のメンチカツ
など、現代風にアレンジした昭和の味をご賞味ください。

03-6666-5597

［個室］なし

［車イス］OK

［禁煙］終日

ご予約時に宴会ナビを見たとお伝えください。

SPRING PART Y PL AN 2020
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とんかつ

さくらのとんかつは厚さ２センチのご馳走とんかつ。
厳選された銘
柄豚をステーキのように厚く切り出し、
珠玉のとんかつに仕上げて
います。
お一人様からご宴会まで様々なシーンでご利用ください。

とんかつ神楽坂 さくら

和食・海鮮居酒屋

豊洲市場と産直ルートからの新鮮食材が自慢の定食と丼ぶりを
ご提供。
旬と鮮度にこだわった日替りメニューもあり、
何度来ても
飽きのこないお店です。

築地食堂 源ちゃん

さくらの宴会 食べ飲み放題コース
お一人様

旬コース

3,500円

3,980円

先付2種盛り／源ちゃんサラダ／本日のお刺身４点盛り／広島県産
大粒カキフライ／プリプリ大粒ホタテバター／焼あご塩だしの
寄せ鍋／〆のうどん
［全日］
終日

★要予約(前日まで)
★２名様より承ります。

［平日限定］
17：00〜

★要予約(前日まで)
★４名様より承ります。

※貸切も承ります。
（100名〜150名様）
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。
※写真は４人前です。

※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。
※写真は2人前です。

飲み放題付き

飲み放題付き

120 分 L.O. 30分前

生ビール・レモンサワー・黒ウーロンハイ・
ハイボール・日本酒・ワイン
（赤白）など

※ドライバー・20歳未満のお客様の飲酒は固くお断りいたします。

03-6458-4139

土･日･祝

［宴会人数］最大150名様

［車イス］OK

03-6659-8627

9名様以上で
幹事1名様無料(金・土を除く)

11：00 〜 23：00（L.O. 22：15）
11：00 〜 22：00（L.O. 21：30）

［営業時間］ 平 日

［禁煙］終日

宴会NAVI
予約特典

ご予約数ナンバー１の大人気コース！！ 旬の食材とメインの鍋に飲み放題付きです。

土･日･祝 11：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）

［個室］なし

120 分 L.O. 30分前

生ビール・各種ハイボール・各種サワー・
各種カクテル・日本酒・焼酎

［営業時間］ 平 日 ランチ 11：00 〜 15：00
（L.O. 14：30）
、ディナー 17：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）

［宴会人数］最大28名様

（税込）

（税込）

〈一品〉沖縄もずく／ポテトサラダ／自家製厚揚げ
〈とんかつ〉銘柄豚ロース／銘柄豚ヒレ
〈串かつ食べ放題〉
串かつ
（肉・海鮮・野菜）
〈甘味〉
ひとくちアイス

さくら自慢のとんかつに串かつ食べ放題とドリンク飲み放題がついた大満足なコースです。

3,500円
宴会NAVI予約特別価格

お一人様

（税込）

［個室］なし

［車イス］OK

平 日［禁煙］11：00

〜 15：00 ［分煙］15：00 〜 17：00 ［喫煙］17：00 〜 23：00
土･日･祝［禁煙］11：00 〜 17：00 ［分煙］17：00 〜 22：00

和

和

食

食
そ ば・呑 み 処

厳選されたそば粉を使用し、自家製麺をご提供しております。
昼はお食事メニューを中心にそば・うどん処、夜は居酒屋
メニューも豊富で呑み処としてもご利用いただけます。

田舎そば のぶや

和食

釜炊きごはん 酒・肴 ヒカリ屋

ヒカリ屋の極コース

鯖の味噌煮膳
お一人様

昼は美味しいおかずに釜炊きごはん、夜は豊富なお酒と旨い
肴でおもてなし。
ゆったり落ち着いた店内です。
ご予約・ご宴会承ります。

1,512円

（税込）

お一人様

鯖の味噌煮／天ぷら／だし巻き玉子／惣菜／そば又はうどん／
選べるご飯／季節の甘味

5,000円

（税込）

先付け2種／旬の刺身4点盛り／極上牛タン炙り／旬の揚物／
土鍋ご飯／味噌汁／香の物／アイスクリーム

［全日］
終日

［全日］
17：00〜

★要予約
（２日前まで）
★４名様より承ります。

※貸切も承ります。
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。

《その他のコース》4,500円
（税込）
コースもございます。
6,000円
（税込）
コースもございます。

※貸切も承ります。(30名様〜)
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。

飲み放題付き

［営業時間］ 平 日 ランチ 11：00 〜 15：00、ディナー 17：00 〜 23：00
（L.O. 22：00）

［営業時間］ 平 日 ランチ 11：00 〜 15：00、ディナー 17：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）
土･日･祝

11：00 〜 22：00
（L.O. 21：30）

［宴会人数］最大20名様

03-6666-5882
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［個室］なし

土･日･祝

SPRING PART Y PL AN 2020

03-5857-2162

ご予約時に宴会ナビを見たとお伝えください。

11：00 〜 23：00（L.O. 22：00）

［宴会人数］最大50名様

［車イス］OK

［禁煙］終日

120 分 L.O. 30分前

瓶ビール・サワー・ハイボール・
日本酒・焼酎・ソフトドリンク

旬の味覚でコース料理を味わってください。
〆は自慢の土鍋ご飯です。

メインの鯖味噌煮に、
季節の天ぷら・色々な惣菜・おそば・ご飯・デザートが付いた大満足のメニューです。

［個室］あり

［車イス］OK

［禁煙］11：00 〜 15：00 ［喫煙］17：00 〜 23：00

ご予約時に宴会ナビを見たとお伝えください。

SPRING PART Y PL AN 2020

¦
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