
忘新年会コース
2015.12.1-2016.1.31

PARTY STYLE



※店舗により貸切可能人数が異なりますので、ご希望店舗にご確認ください。　※仕入れ状況により料理内容が異なる場合がございます。期間限定コース 迄2015.12.1 - 2016.1.31

美しい夜景を楽しめる開放的なルーフテラスラウンジを独占して、ワンランク上の 
忘新年会。プロジェクター・大型スクリーン・マイク・DJブースなども設備充実。
広さを活かしたレイアウトや駅からの近さも魅力！

貸切パーティー STYLE

お料理11品 /1名様
（税別）7,000¥

貸切ラグジュアリーコース
3 時間
入退場含む

3 時間
入退場含むお料理10品 /1名様

（税別）5,000¥

ワカモレ［es］style5.

シンガポールペーパーチキン7.
アンチョビとオリーブのジェノヴェーゼ8.

鴨とオレンジのピンチョススタイル1.
ハモンセラーノ グリッシーニクネル2.
スモークサーモン ケッパー添え3.
バーニャカウダショット4.

糸島美豚のローストポーク グレイビーソース9.
３種のプチケーキ盛り合わせ10.

シュリンプトースト6.
ワカモレ［es］style5.

スモークチーズとクリームチーズのオーブンサンド7.
ハモンセラーノとイチジクコンフィチュールのフィンガーサンド8.

オイルサーディーンのカナッペ1.
鴨とオレンジのピンチョス2.
ハモンセラーノ グリッシーニクネル3.
バーニャカウダショット4.

おすすめ点心9.
ビーフストロガノフ10.
Fresh fruit Garden11.

本日の温製スープ6.

貸切スタンダードコース

D J
バンド

OK演奏

30名様
から

OK貸切 スクリーン
大  型

飲み放題
付

Beer : アサヒスーパードライ / White Wine : ボルゴ・サンレオ・ビアンコ / Red Wine : ボルゴ・サンレオ・ロッソ
Standard : 烏龍ハイ・緑茶ハイ・ジントニック・ジンバック・ウォッカトニック・モスコミュール・ラムコーク・ファジー
ネーブル・カシスオレンジ・カシスグレープ・カシスウーロン・カシスソーダ / Whisky : トリスブラック
Soft Drink : オレンジジュース・グレープフルーツジュース・コーラ・ジンジャエール・烏龍茶・緑茶

Free Drink
基本フリードリンク

上記の貸切コースに含まれております。

基本フリードリンク スパークリングワイン・焼酎［芋、米、麦］、日本酒500¥ /1名様
（税別）

Lounge Space Roof Terrace Space



美食の宝庫「博多」の食材を中心に、シェフがオリエンタル＆コンチネンタル
テイストに融合したオリジナルコースは、少人数から会社の忘新年会まで
幅広いパーティーシーンに最適。

プライベートパーティー STYLE

2 時間 お料理8品 /1名様
（税別）3,500¥

BAKSO AYAM ～バリ島のソウルスープ5.

糸島美豚のサルティンボッカ ～ミルフィーユ仕立て7.
本日Cheese or チョコレートブリュレ or Fruit & Yoghurt
（いずれか1品お選びください）

8.

北海道しばれ生ハム ～お刺身仕立て1.
サーモンムースのカナッペ イクラ添え2.
イタリアンコッパ3.
季節のグリル野菜 サラダ仕立て4.

アンチョビとオリーブのジェノヴェーゼ6.

プライベートコース

Beer : アサヒスーパードライ / White Wine : ボルゴ・サンレオ・ビアンコ / Red Wine : ボルゴ・サンレオ・ロッソ
Standard : 烏龍ハイ・緑茶ハイ・ジントニック・ジンバック・ウォッカトニック・モスコミュール・ラムコーク・ファジー
ネーブル・カシスオレンジ・カシスグレープ・カシスウーロン・カシスソーダ / Whisky : トリスブラック
Soft Drink : オレンジジュース・グレープフルーツジュース・コーラ・ジンジャエール・烏龍茶・緑茶

Free Drink

基本フリードリンク スパークリングワイン・焼酎［芋、米、麦］、日本酒2,000¥ /1名様
（税別）

1,500¥ /1名様
（税別）

※仕入れ状況により料理内容が異なる場合がございます。期間限定コース 迄2015.12.1 - 2016.1.31

当 日
OK予約

2名様
30名様
から

料 理
充 実

個室も
OK

Private Lounge Private Room



※店舗により貸切可能人数が異なりますので、ご希望店舗にご確認ください。　※仕入れ状況により料理内容が異なる場合がございます。

[es] ではバースデーパーティーや女子会のためのプランをご用意しております。
コンセプトは “ Share Style”。大切な人と美味しいお食事、お酒、そして何より
楽しい時間を分かち合いながらお楽しみください。

2 時間 お料理 6品 /1名様
（税別）3,000¥

鴨のロティ＆糸島美豚のロースト5.

フルーツプラッター1.

お誕生日の方にはデザ
ートプレートを

ご用意させていただき
ます。

バーニャカウダ ～シェアスタイル２種のソース～2.
ロサンゼルス・エッグスラット ～オリジナルグラデーション～3.
季節野菜のボロネーゼ4.

デセルバリエ・シェアスタイル6.

4名様
から
OK 特典有

記念日

お 得
土・日が女 性

限 定

Beer : アサヒスーパードライ / White Wine : ボルゴ・サンレオ・ビアンコ / Red Wine : ボルゴ・サンレオ・ロッソ
Standard : 烏龍ハイ・緑茶ハイ・ジントニック・ジンバック・ウォッカトニック・モスコミュール・ラムコーク・ファジー
ネーブル・カシスオレンジ・カシスグレープ・カシスウーロン・カシスソーダ / Whisky : トリスブラック
Soft Drink : オレンジジュース・グレープフルーツジュース・コーラ・ジンジャエール・烏龍茶・緑茶

Free Drink

上記フリードリンク スパークリングワイン・焼酎［芋、米、麦］、日本酒

1,500¥ /1名様
（税別）

2,000¥ /1名様
（税別）

女子会［　］es PREMIUM

１２ １月・月の土・日限定 女子会の飲み放題プランがお得です！※ご予約時に当パンフレットをご覧になったとお伝えください。

通常 のところ、 または
時間飲み放題付２

4,500¥ ～
/1名様（税別）

割引① 500¥ /1名様
（税別） 分時間ご延長サービス②30

割引有効期限　2016年1月31日まで



フレグランスの漂う［es］のダイニングラウンジ。ロケーションに合わせた香りでゲストをお迎えいたします。

独創的でシンボルとなるシャンデリアと深紅のカーペットが印象的なダイニングラウンジ。
間仕切りのない一体感のある空間は、心地よい喧騒と活気に満ちた大人の雰囲気。

着席最大43席／立食最大50名様Lounge Space

天神の街並みと那珂川が一望できる、全天候型の開放的なテラススペース。
煌めく夜景に包まれながら、ゆったりと優雅な時間が楽しめる天空のラウンジ。

着席最大56席／立食最大 60名様Roof Terrace Space

※10F 全体貸切の場合60名～最大150名様

木の温もりを感じるウッドデッキのラウンジ。全面ガラス張りのフロアで中洲の色鮮やかな
夜景を余すところなくご堪能いただけます

2名席×1組、4名席×3組、8名席×2組（全30席）※フロア貸切15名様～Private Lounge [es]

アーティスティックな5つのプライベートルームには最新鋭のカラオケ機器を設置。
広い個室にはダーツも完備、パーティーを一層盛り上げます。

カラオケ個室 6名様×3部屋、カラオケ・ダーツ個室 12～14名様×2部屋Private Room

“ Natural Luxury ”&のデザインコンセプトは、es
季節ごとに表情を変えるテラスエリアとラグジュアリーなラウンジスペースの融合

天空のテラス＆
ラウンジを独占

１５名様～最大１５０名様まで、ご人
数に応じて貸切OK。パーティースタ
イルに合わせてレイアウトも自由自
在。音響・照明・映像を駆使して幹
事様をサポート。

博多の新鮮な
食材に舌鼓

美食の産地「博多」の季節の食材を
シェフがオリエンタル＆コンチネンタ
ルスタイルにアレンジ。見た目も美し
く味わい深い料理の数々に、ゲスト
も思わず笑顔に。

眠らない大人の
遊び場を満喫

貸切パーティーには乾杯用スパーク
リングワインをご用意。煌めく夜景に
会話も弾みます。２次会をご希望の
お客様には個室や姉妹店をお手配。
ハイエンドな中洲の夜を心ゆくまで
お楽しみ下さい。

FRAGRANCE Blanc -relax soap- 
爽やかなソープ調のフレグランス。やすらぎの時間を演出いたします。

FRAGRANCE Clarté -�esh clear-
すっきりとした柑橘系のフレグランス。清 し々く心地よい空間を演出いたします。10F

9F

RECEPTION

BAR COUNTER

DINING LOUNGE

DJ BOOTH

ROOF TERRACE

WOMEN
W.C

MEN
W.C

LOUNGE

GAGA

ARAM

EGO

GRATIes

es



ご予約・お問い合わせ

お下見ご利用時、ご飲食お会計より

※本券をご提示ください／他サービスとの併用不可
有効期限　2015年 12月 21日まで 有効期限　2016年 2月 28日まで

20%OFF
パーティーご利用後のご来店時

※本券をご提示ください／他サービスとの併用不可

パーティーご利用日
年/ /

モエ・エ・シャンドンモエ・エ・シャンドン
ボトル1本プレゼントボトル1本プレゼント

パーティーご予定日
年/ /

パーティーの前も後もお得！！

［es］ならではのおもてなしで、パーティーをサポートいたします。
7大特典！！貸切パーティーご利用時の 

※フロアによって特典内容が若干異なります。詳しくは店舗へご確認ください。

2

ご入退場 分サービス30
パーティー開始の30分前～
終了後の30分後まで貸切！

1

会社名やサークル名を入れて
お作りいたします。

ウェルカムボード用意

3

パーティーが始まるまでのお時間にも
ドリンクをサービスさせていただきます。

ウェルカムドリンク

4

大型スクリーン、マイク、音響、照明
機材の操作をスタッフがサポート！

音響・照明・映像設備充実

6

お着替えなどに便利な個室をご用意。
クロークとしてもお使いいただけます。

幹事様控え室ご用意

5

乾杯はお洒落にスパークリング！
はじける泡が素敵な夜を彩ります。

乾杯スパークリング 次会・2 次会割引特典3
パーティーの後は姉妹店の
BAGUS天神店で！

7

www.bagus-99.com/es/

中洲川端

博多エクセル
ホテル東急

昭
和
通
り

明治通
り

西大橋
水上公園

ホテルオークラ福岡 博多座

博多リバレイン
リバーサイド

gate’s
1番
出口

ベトナム
総領事館

福岡市博多区中洲 4-6-12 prato NAKASU 9F/10F
Phone 092-263-7520

Open 17:00 - Close 05:00
（日・祝　　　　　　）Close 03:00

ビリヤード 3台　Brunswick III ダーツ 13台　DARTSLIVE2 EX、
VS PHOENIX S 

ダーツ1台 VS PHOENIX S を
完備したラグジュアリールーム

２次会、 ３次会におすすめ！

Phone 092-739-4178 福岡市中央区天神 2-6-32天神サザン通りパルス 4F Open 12:00 - Close 05:00天神店

「美しい楽園」をコンセプトに、シックで洗練された大人のアミューズメント
プレイスとして2015年6月にオープン。ダーツ、ビリヤードのオープンスペ
ースとダーツ・カラオケ完備のラグジュアリールーム。貸切でのパーティーも
対応可能。スタイルに合わせたパーティープランをご提案いたします。

天神店


