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ご宴会はギャザリアレストランで。

ご 宴 会承 り 中
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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。

パリアッチョ名物！
厚切りローストビーフ
チーズフォンデュ

世界のビールとワイン、ウイスキー
が 豊富！ビールとあうドイツ産ソー
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。
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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

洋食

Itarian/Stake/Beer Hall/Western

名物 極鬼おろしポン酢の
アンガスビーフ厚切りステーキ
月見ハンバーグ

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

イタリアン

PAGLIACCIO〈パリアッチョ〉

■フェリチタパーティプラン

5,400円
（税込）のところ

宴会ガイド予約特別価格
NAVI予約特別価格

4,860円

お一人様

■TEL.03-5857-2168

こだわりの食材を使った前菜と一番人気のパスタ、
メインに名物の厚切りローストビーフまでついた、
必ず満足いただける年末年始にふさわしい豪華コースです。

（税込）

イタリア産生ハム＆グリッシーニ/水牛モッツァレラのカプレーゼ/小ヤリイカとブロッコリーのアンチョビソテー/シーザー
サラダ/マルゲリータ/季節のおすすめピッツァ/海老のトマトクリーム/スパイシーポテトフライ/厚切りローストビーフ/パン

●提供時間 全日17：00〜 要予約
（2日前まで）●ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
■飲み放題付120分
（L.O.30分前）■ドリンクの種類 ビール・ワイン・ハイボールなど約20種類
※貸切も承ります。
お気軽にお問い合わせください。※ご予算・仕入れの状況・季節により料理が異なる場合がございます。

〈その他のコース〉■パリアッチョコース お一人様

4,320円（税込）

カプレーゼ/スパイシーポテトフライ/パリアッチョ風ミックスサラダ/ブロッコリーのアン
チョビソテー/マルゲリータ/季節のおすすめパスタ/サーロイン牛のタリアータ仕立て/

宴会ガイド予約特典 宴会時間120分→180分に延長

（飲み放題 L.O. 30分前）※フェリチタパーティプランのみ

■営業時間 11:00 〜 23:00
（L.O.料理、
ドリンク22:00）■席数 100席 車イスOK
■禁煙 平日11:00 〜 18:00 土・日・祝 終日 ■分煙 平日18:00 〜 23:00
■宴会人数 4名様から最大150名様
（85名様以上立食）■個室 なし

※写真はイメージです。※写真は4人前です。

野菜の前菜から揚げ物、アヒージョ、ステーキ、デザートまで。
バランスの良い、ステーキ屋のパーティコースです。

Jackson Farm & Grill〈ジャクソンファーム＆グリル〉

ステーキ

■TEL.03-6666-5916

お一人様

3,980円

■木場コース

（税込）

旬の野菜マリネ/オーガニック野菜のグリーンサラダ/ガーリックポテトフライ/辛旨フライドチキン/アンガスビーフと長ネ
ギのアヒージョ/バケット/名物 極鬼おろしポン酢のアンガスビーフ厚切りステーキ/ガーリックライス/デザート

●提供時間 全日17：00〜21：00 要予約
（当日不可）
●ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
■飲み放題付120分
（L.O.30分前）
■ドリンクの種類 生ビール・ハイボール・ウイスキー・焼酎・カクテル・ソフトドリンク
※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。

宴会ガイド予約特典

※写真はイメージです。※写真は4人前です。

ビアホール

ビアホール だん家〈ダンケ〉

■忘年会特別コース

4,300円
（税込）のところ

■営業時間 11:00 〜 23:00
（L.O.料理、
ドリンク22:00）
■席数 70席 車イスOK ■禁煙 11:00 〜 15:00 ■喫煙 15:00 〜 23:00
■宴会人数 4名様から最大30名様 ■個室 なし

宴会ガイド予約特別価格
NAVI予約特別価格

生ビールはもちろん、スパークリングワインも飲み放題。
アツアツのチーズフォンデュと一緒にお楽しみください。

4,000円

お一人様

■TEL.03-3646-7011

ワイン
（赤・白）
セルフサービスで90分飲み放題

（税込）

●提供時間 全日終日 要予約
（前日まで）
●ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
■飲み放題付150分
（L.O.30分前）
■ドリンクの種類 生ビール・スパークリングワイン・その他各種
※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。

■営業時間
平日 ランチ11:00 〜 14:30、
ディナー 17:00 〜 23:00
（L.O.料理、
ドリンク22:30）
土・日・祝11:00 〜 23:00
（L.O.料理、
ドリンク22:30）
■席数 86席 ■禁煙 平日11:00 〜 15:00 ■分煙 平日17:00 〜 23:00、
土・日・祝 終日
■宴会人数 2名様から最大86名様 ■個室 あり
（18名様まで）

鉄板メニュー（ライス・スープ付）に＋580円（税込）で、
サラダ・本日のデザート・ソフトドリンク付に。

※写真はイメージです。※写真は4人前です。

洋食

キッチンジロー

■TEL.03-6666-5597

580円

鉄板メニュー＋

■プレミアムグリルセット

（税込）

グリルメニューはこちらからお選びください。
下記メニューに＋580円
（税込）
です。

月見スタミナ焼 1,030円
（税込）
ポークステーキ 1,060円
（税込）

880円
（税込）
スタミナ焼
930円
（税込）
ハンバーク
（税込）
和風ハンバーグ 980円
（税込）
チーズハンバーグ 980円
980円
（税込）
チキンステーキ
（税込）
月見ハンバーグ 1,080円
●提供時間 平日17：00〜

※写真は「月見ハンバーグ」のセットです。 ※写真はイメージです。

■営業時間 11:00 〜 22:30
（L.O.料理21:30、
ドリンク22:00）
■席数 60席 ■車イスOK ■終日禁煙 ■個室 なし

※ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
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築 地 市 場と産 直 ル ートからの 新 鮮
食材が自慢の定食と丼ものをご提供。
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

旬の刺身5点盛り
串カツ

まるでステーキのように厚く切り出し
た銘柄豚をサクサクジューシーに仕上
げたご馳走とんかつと、日本酒と旬
菜を一緒に楽しめる神楽坂発祥のお
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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・ご宴会も承ります。

和食
Japanese

土鍋ご飯
雪室熟成牛のおどんぶり

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。

和食・海鮮
居酒屋

築地食堂 源ちゃん

■源コース

4,800円
（税込）のところ

宴会ガイド予約特別価格
NAVI予約特別価格

4,500円

お一人様

■TEL.03-6659-8627

築地直送の新鮮素材をふんだんに使用した
旬の9品をご用意しました。
ボリューム満点！忘・新年会にオススメのコースです。

（税込）

先付2品/海鮮サラダ/エビフライ/旬の刺身5点盛り/煮物/焼物/季節の鍋/〆

●提供時間 全日17：00〜 要予約
（前日まで）●ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
■飲み放題付120分
（飲み放題L.O.30分前）
■ドリンクの種類 生ビール・サワー・ハイボール・焼酎 等
※仕入れの状況等により料理が異なる場合がございます。

■営業時間 11:00 〜 23:00
（L.O.料理22:00、
ドリンク22:30）
■席数 150席 ■車イスOK
■禁煙 11:00 〜 14:00 ■分煙 14:00 〜 17:00 ■喫煙 17:00 〜 23:00
■宴会人数 4名様から最大100名様 ■個室 なし

※写真はイメージです。※写真は4人前です。

釜炊きごはん 酒・肴 ヒカリ屋

和食

■TEL.03-5857-2162

お一人様

5,000円

■極コース

（税込）

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

●提供時間 全日17：00〜20：00 要予約
（2日前まで）●ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
■飲み放題付120分
（L.O.30分前）
※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。

〈その他のコース〉

■4,000円（税込）コースもご用意しております。
宴会ガイド予約特典

※写真はイメージです。

とんかつ

10名様以上で地酒1本
（1升）
プレゼント

（持ち帰り不可）※こちらの特典をご希望のお客様はご予約の際に
予めお申し出ください。

■営業時間 11:00 〜 23:00
（L.O.料理22:00、
ドリンク22:30）
■席数 60席 ■車イスOK ■禁煙 11:00 〜 15:00 ■喫煙 15:00 〜 23:00
■宴会人数 4名様から最大50名様 ■個室 あり
（14名様まで）

とんかつ さくらが、串カツを販売！
人気7種が楽しめます！

とんかつ神楽坂 さくら
■TEL.03-6458-4139

お一人様

1,026円

■さくら串カツ人気盛り7本セット

（税込）

アスパラ・ししとう・玉ねぎ・うずら・イカしそ・エビ・銘柄豚ロース

●提供時間 平日17：00〜
※貸切も承ります。
(40名以上）

■営業時間 平日 ランチ11:00 〜 15:00
（L.O.14:30）
、
ディナー 17:00 〜 23:00
（L.O.22:30）土・日・祝 11:00 〜 23:00
（L.O.22:30）
■席数 78席 ■車イスOK ■終日禁煙
■宴会人数 4名様から最大28名様 ■個室 なし

雪国の知恵「雪室」。その中でゆっくり眠らせることで
肉の持つ旨味を引き出し、しっかりと柔らかく仕上げました。

※写真はイメージです。

そば・
呑み処

田舎そば のぶや

■雪室熟成牛のおどんぶりセット

1,404円

お一人様

■TEL.03-6666-5882

（税込）

雪室熟成牛のおどんぶり
（選べるソース）
/そばまたはうどん/そば豆腐サラダ/香の物/わらび餅

●提供時間 終日
※貸切も承ります。

※写真はイメージです。

■営業時間 11:00 〜 22:00
（L.O.料理、
ドリンク21:30）
■席数 51席 ■車イスOK ■終日禁煙
■宴会人数 6名様から最大40名様 ■個室 なし

※ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
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A 4 〜 A 5 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

サーロイン
北京ダック

中華
韓国料理

麻婆豆腐

Chinese/Korean

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。
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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・特製餃子もオス
スメです。

通常価格よりもお得な当店人気のコース。
2名様より承ります。

生焼肉 A5 KURA〈エーゴ クラ〉

焼肉

■A5 KURA オススメコース

3,980円

お一人様

■TEL.03-5634-1290

（税込）

キムチ盛合せ/チョレギサラダ/サンチュ/生タン塩/トントロわさび/鶏の塩焼き/和牛炙り焼しゃぶ/名物ユッケのホイル焼き
/和牛ロース/和牛カルビ/ハラミ/ホルモン三種盛り/ユッケジャンクッパ/デザート

●提供時間 平日のみ17：00〜 要予約
（当日可）
■飲み放題別 お一人様 1,980円
（税込）120分
（L.O.30分前）
■ドリンクの種類 生ビール
（キリン一番搾り）
・ハイボール・サワー類各種・マッコリ・
グラスワイン・ソフトドリンク各種
※10名様以上の場合は、
当日14：00までにご連絡ください。※貸切も承ります。

■営業時間 ランチ11:00 〜 15:00、
ディナー 17:00 〜22:30
（L.O.料理、
ドリンク22:00）
■席数 94席 ■車イスOK ■終日喫煙可 ■宴会人数 2名様から最大100名様
■個室 なし

中華料理

※写真はイメージです。※写真は4人前です。

紅虎餃子房〈ベニトラギョウザボウ〉

■北京ダックとフカヒレ贅沢コース 5,500円（税込）のところ

宴会ガイド予約特別価格
NAVI予約特別価格

5,000円

お一人様

■TEL.03-5857-2150

贅沢な食材をふんだんに使用しました。
厚めのクレープの皮で、北京ダック・ネギ・きゅうりを包み、
甘味噌をつけてお召し上がりください。一口食べれば至福の時です。

（税込）

前菜4種/鉄鍋棒餃子/名物 大餃子/エビ蒸餃子/空芯菜の塩炒め/北京ダック/ワタリガニと二種のネギの香り炒め/牛肉の
オイスターソース炒め/フカヒレあんかけ土鍋ごはん/デザート

●提供時間 平日17：00〜 土・日・祝 終日 ※貸切も承ります。※平日は事前のご予約で17:00前も可能です。
要予約
（前日まで ※水・土・日・祝は2日前まで）●ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
■飲み放題付120分
（L.O.30分前）■ドリンクの種類 全般あり

〈その他のコース〉

■前菜3種・名物大餃子・五目春巻・青梗菜のさっぱり塩炒め・エビのマヨネーズソース・
豚肉とエリンギの黒胡椒炒め・紅虎の五目チャーハン・デザート
お一人様

2,980円（税込）

飲み放題付き

4,280円（税込）

※飲み放題 お一人様1,300円
（税込）
（時間120分／ L.O.30分前）

■営業時間 11:00 〜 23:00
（L.O.料理22:00、
ドリンク22:30）
■席数 84席 ■車イスOK
■禁煙 平日11:00 〜 17:00 土・日・祝 終日 ■分煙 平日17:00 〜 23:00
■宴会人数 4名様から最大60名様
（立食最大80名様）■個室あり
（21名様まで）

※写真はイメージです。※写真は4人前です。

四川料理

陳建一麻婆豆腐店

■TEL.03-5857-2164

お一人様

5,400円

■宴会コース

（税込）

前菜/エビせんべい/スモークダック/エビのチリソースグラタン/豚ヒレの白酢豚/大焼売/桜エビと青梗菜のＸО醤炒め/麻
婆豆腐/桜杏仁

●提供時間 平日17：00〜 要予約
（2日前まで）
■飲み放題付120分
（飲み放題L.O.15分前）

※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。

■営業時間 11:00 〜 22:30
（L.O.料理、
ドリンク21:30）
■席数 38席 ■車イスOK ■終日禁煙 ■宴会人数 3名様から最大30名様 ■個室 なし

※ご予約時に宴会ガイドを見たとお伝えください。
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驚きの口どけのよさ。麻布十番モンタボー「にこっぺ！」
ふんわり、しっとり、にっこり♪
ベーカリー
カフェ

麻布十番モンタボー
■TEL.03-5857-6330

■にこっぺ!
にこっぺ 焼きそば
にこっぺ ツナ＆チェダーチーズ
にこっぺ 牛肉コロッケ
にこっぺ たまご

248円
（税込）
248円
（税込）
237円
（税込）
237円
（税込）

●提供時間 全日終日
※売り切れ次第終了

■営業時間 平日 8:00 〜 21:00 土・日・祝祭 9:00 〜 21:00
■席なし ■車イスOK ■終日禁煙

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、
量り売りのサラダコーナーもござ
います！コーヒー、スープと一緒にお
召し上がりいただけます。
※写真はイメージです。

大人数でお探しの方必見！
！

予約
限定

SPECIAL COUPON!!!
︵税込︶

100,000円 以上の宴会をご予約のお客様

10％割引いたします！

から
宴会総額

ご宴会の3日前までにご予約ください。
ご予約時に必ず「10％割引クーポン」を利用する旨をお伝えください。
※他のクーポン券・割引特典との併用はできません。

※ご予約時に必ず「10％割引クーポン」を使用する旨をお伝えください。当日レジでお伝えいただいた場合、対応できない場合がございますのでご了承ください。

12/15（金） 宴会イベント実施
案内図
門前仲町

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

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

詳しくは深川ギャザリアHPに掲載予定！

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。

