
PARTY STYLE

2017 SPRING PARTY PLAN
GINZA



※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2017.2.1 - 5.31

歓送迎会をはじめ、会社やサークルのパーティーに最適なビュッフェスタイルのコースをご用意。
プロジェクター・大型スクリーン・マイク・DJブースなど音響・照明・映像設備も充実。
ご人数やシーンに合わせてアレンジできるレイアウトや、アクセスの良さも魅力！

貸切パーティー STYLE

貸切ラグジュアリーコース貸切スタンダードコース
スタンダードドリンク 種 飲み放題付23 スタンダードドリンク 種 飲み放題付23

D J
バンド

OK演奏

20名様
から

OK貸切 スクリーン
大  型

飲み放題
込み

2 2 時間パーティー
3 
入退場含む
時間貸切

2 .5 時間パーティー
入退場含む

2 .5 時間パーティー
3.5
入退場含む
時間貸切3.5時間貸切

/1名様
（税別）お料理 8品 4,480¥ /1名様

（税別）お料理10品 5,480¥

乾杯用
スパークリング
サービス

乾杯用
スパークリング
サービス

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ベーコンと新玉ねぎのスパニッシュオムレツ

海老と菜の花のマリネ

石窯カスクート　ポークリエットのブルスケッタ

燻製帆立とカブのサラダ

フィッシュ＆ポテトフライ　アイオリソース

ヤリイカとオリーブのジェノベーゼピッツァ

アサリと春キャベツのアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

岩中豚肩ロースのポワレ　レッドビーツのブールソース

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ベーコンと新玉ねぎのスパニッシュオムレツ
海老と菜の花の桜マリネ
石窯カスクート　ポークリエットのブルスケッタ
燻製帆立とカブのサラダ
手羽先の”TERIYAKI”フリット
フィッシュ＆チップス　タルタルソース
ヤリイカとオリーブのジェノベーゼピッツァ
アサリと春キャベツのアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ
岩中豚肩ロースのポワレ　レッドビーツのブールソース
本日の自家製デザート

Free Drink フリードリンク
上記貸切コースに
含まれております。

アサヒプレミアム生ビール 熟撰/ワイン（赤 ・ 白）/ハイボール/烏龍ハイ/緑茶ハイ/レモンサワー/焼酎（芋 ・ 麦）/
おすすめ梅酒/ジントニック/ジンバック/ラムコーク/ウォッカトニック/モスコミュール/カシスソーダ/カシスウーロン/
烏龍茶/緑茶/コカ・コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/グレープフルーツジュース

上記スタンダード ＋ 本格焼酎/厳選梅酒/サングリア/追加カクテル33種/レッドブル など

スタンダード
全 種23

グレードアップ
全 種75 500¥ /1名様

（税別）
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※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2017.2.1 - 5.31

2時間
パーティー

カジュアルコース エクストラコース

急な飲み会にもおすすめのリーズナブルながら満足感たっぷりのカジュアルコースと
お料理をグレードアップさせたエクストラコースをご用意。
選べる飲み放題プランやアミューズメントをオプションで自由にカスタマイズ！

プライベートパーティー STYLE前 日
OK予約

4名様
30名様
から

料 理
充 実

個室も
OK

/1名様
（税別）お料理8品 2,500¥ /1名様

（税別）お料理10品 3,500¥
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ベーコンと新玉ねぎのスパニッシュオムレツ

海老と菜の花のマリネ

石窯カスクート　ポークリエットのブルスケッタ

燻製帆立とカブのサラダ

フィッシュ＆ポテトフライ　アイオリソース

ヤリイカとオリーブのジェノベーゼピッツァ

アサリと春キャベツのアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

岩中豚肩ロースのポワレ　レッドビーツのブールソース

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ベーコンと新玉ねぎのスパニッシュオムレツ
海老と菜の花の桜マリネ
石窯カスクート　ポークリエットのブルスケッタ
燻製帆立とカブのサラダ
手羽先の”TERIYAKI”フリット
フィッシュ＆チップス　タルタルソース
ヤリイカとオリーブのジェノベーゼピッツァ
アサリと春キャベツのアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ
岩中豚肩ロースのポワレ　レッドビーツのブールソース
本日の自家製デザート

Free Drink フリードリンクオプションOption

上記いずれかのコースに

上記スタンダード＋

アサヒプレミアム生ビール 熟撰/ワイン（赤 ・ 白）/ハイボール/烏龍ハイ/緑茶ハイ/レモンサワー/焼酎（芋 ・ 麦）/
おすすめ梅酒/ジントニック/ジンバック/ラムコーク/ウォッカトニック/モスコミュール/カシスソーダ/カシスウーロン/
烏龍茶/緑茶/コカ・コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/グレープフルーツジュース

上記スタンダード ＋ 本格焼酎/厳選梅酒/サングリア/追加カクテル33種/レッドブル など

スタンダード
全 種23

グレードアップ
全 種75 500¥ /1名様

（税別）

2,000¥ /1名様
（税別）

3時間
パーティー

※写真はイメージです。



※写真はイメージです。

PARTY STYLE
楽しみ方自由自在。それが の

バグースにはパーティーをより一層盛り上げるオプションが色 ！々
コンテンツとの組み合わせによる多彩なパーティースタイルを実現。

Option

TABLE TENNIS
大人気の卓球を

スタイリッシュな空間で！

DARTS
最新鋭のダーツを設置

圧倒的なBAGUSのスペックを体験！

PRIVATE ROOM
ダーツ、カラオケ等の
アミューズメント付個室。

シャンパンタワー30ご延長 分
（飲み放題付）

CASINO

楽しい時間はあっという間です。
美しく並ぶグラス。キラキラと煌めく繊細な泡。
ラグジュアリーな演出で会場が一段と華やかに！

BJ、クラップス、バカラ、ポーカー、ルーレットの内、
2台選べる大人のカジノパーティーパックプラン。

75,000¥ ～（税別）30,000¥ ～（税別）

1,000¥ /1名様
（税別）

1,000¥ /1名様
（税別）

FREE
PLAY 1,000¥ /1名様

（税別） 1,500¥ /1名様
（税別）



幹事様の会場選びをサポート！
実際に会場をご見学いただき、ご人数やパーティー内容に合わせて
最適なプランをご提案いたします。

1.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パーティー前にしっかりヒアリング！
会場決定後はお申込書とお内金をお預かりいたします。料理やドリンクプラン
レイアウトや進行内容も、事前のお打合わせで幹事様の不安をクリアに！
ご人数やオプションは7日前までアレンジOKです。

2.

パーティー当日は最高の笑顔で！3.
貸切パーティー開始の30分前から受付スタート。早めに到着された
ゲストにはウェルカムドリンクでおもてなし。ビリヤードやダーツの
トーナメントなどの運営サポートもお任せください！

Hospitality Entertainment.&のコンセプトは、

バグース流のおもてなしで、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 

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

5

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
コースご利用限定で、モエ・エ・シャンドン
アンペリアルを特別価格でご提供いたします。

華やかなシャンパンオプション！次会・2 次会割引特典3
パーティーの後もそのままバグースで！
リクエストに合わせてお手配いたします。

6

7

1,500ml
マグナムボトル

（税別）17,000¥

750ml
フルボトル

（税別）9,000¥

※イメージ写真



Party Plan

PART Y COUPON

中央区銀座 6-3-9 高松ビルB1F

お下見随時受付中

月～金 翌18:00 - 1:00
土 翌16:00 - 1:00
日・祝 16:00 - 23:00

東京メトロ 銀座駅
分出口 2C2

有楽町駅
分銀座口 5

JR

アクセス

営業時間

Phone 03-5537-0550ご予約・お問い合せ

プランタン
銀座

有楽町
マリオン

銀座駅

JR有楽町駅

松坂屋

資生堂
ザ・ギンザ

日比谷
シャンテ

晴海通り

ソニービル

銀座口

C2

銀座西5丁目

新
橋

帝国ホテル

www.bagus-99.com/shops/bb_ginza/

銀座店

飲み放題オプション（スタンダード） 2,000¥

飲み放題グレードアップオプション 500¥

------------------------- プラス

スタンダード プラス

／1名様（税別）

／1名様（税別）
プライベートパーティーSTYLE

8品 2時間お料理 2,500¥

10品 3時間お料理 3,500¥

------------------------

------------------------

カジュアルコース

エクストラコース

貸切パーティーSTYLE

---------------

------8 品 2時間 飲み放題付貸切・お料理貸切スタンダードコース 4,480¥

----10品 2.5時間 飲み放題付貸切・お料理貸切ラグジュアリーコース 5,480¥

プラス--------------------------飲み放題グレードアップオプション 500¥

プラス--------------------------------------30分（飲み放題付）ご延長 1,000¥

プラス--------------------------------------30分（飲み放題付）ご延長 1,000¥

さらに詳しい情報は… DDマイル 検索

BAGUSを前日迄にご予約の場合、お会計の10%のマイルが貯まります。
※ 1967はマイル付与対象外です。

※ 一部、ご利用いただけない店舗がございます。

※ マイル付与は翌日、または翌々日となります。

※ ご利用店舗により、10マイルからのご利用となります。

1

幹事様おひとりに、パーティー全体のマイルが貯まる仕組みで、とってもお得！2

携帯電話番号で登録しますので、代理予約をされる際もマイルが貯まります。3

4

5

貯まったマイルはダイヤモンドダイニンググループ各店にてご利用頂けます。

1マイル＝1円で、1マイルからご利用できます。

のご案内幹事様のための
お得システム

パーティーご予定日
年/ /

お下見でのご利用時、ご飲食お会計より

1,000OFF¥ ※お会計¥2,000 以上でご利用可
※ご利用時にご提示ください
※他サービスとの併用不可

迄2017.2.28有効期限
パーティーご利用日

年2017 2017 / /

パーティーコースご利用後のご来店時

1,000OFF¥ ※お会計¥2,000 以上でご利用可
※ご利用時にご提示ください
※他サービスとの併用不可

迄2017.6.30有効期限


