PARTY STYLE

2017 SUMMER PARTY PLAN

バンド
演奏OK

込み

50名様
から
300名様

2

貸切パーティーSTYLE

DJ

飲み放題

50 名様以上の各種パーティーには華やかなビュッフェ形式の貸切コースがおすすめ。
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！

大 型
スクリーン

貸切スタンダードコース
時間

パーティー

入退場含む
3時間貸切

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

お料理

9 品 ¥ 5,000

貸切ラグジュアリーコース

/1名様

（税 別）

ワカモレ・蒸し鶏とグリーンリーフのシーザーサラダ
２種プチトマトの赤ワインコンポート モッツァレラチーズのピンチョス
白身魚のカルパッチョ マスタードソースで
カラマリ＆フライドポテト ３種のディップソース
大山鶏のクリーム煮

季節の温野菜添え

豚肩ロース肉のグリルロースト
アサリとキノコのボンゴレビアンコ
サーモンとメークインポテトのチーズリゾット
柑橘ジュレと巨峰のデザート グラニテ仕立て

Free Drink

3

時間

パーティー

入退場含む
4時間貸切

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11品 ¥ 7,000

お料理

/1名様
（税 別）

ワカモレ・蒸し鶏とグリーンリーフのシーザーサラダ
２種プチトマトの赤ワインコンポート モッツァレラチーズのピンチョス
白身魚のカルパッチョ マスタードソースで
カラマリ＆フライドポテト 3種のディップソース
大山鶏のクリーム煮

季節の温野菜添え

豚肩ロース肉のグリルロースト
牛すじ肉のラグー 赤味噌仕立て
真鯛の香草グリル パクチー添え
アサリとキノコのボンゴレビアンコ
サーモンとメークインポテトのチーズリゾット
柑橘ジュレと巨峰のデザート グラニテ仕立て

【Beer】
アサヒスーパードライ【Wine】赤・白 【Whiskey】ハイボール【Sour】烏龍ハイ

スタンダードフリードリンク 【Cocktail】ジントニック/ モスコミュール/カシスオレンジ【Soft Drink】烏龍茶/オレンジジュース
上記の貸切コースに含まれております。

n

Optio

ドリンクメニュー
グレードアップ 【スタンダードフリードリンク】＋ スパークリングワイン ＋ サングリア ＋ 本格焼酎 ＋ 梅酒 ＋ 日本酒

¥

500

/1名様
（税 別）

【期間限定】2017.6.1〜 8.31 迄

※写真はイメージです。※仕入れ状況により料理内容が異なる場合がございます。

幹事様のための

1
2

3

のご案内

お 得 システム

THE BAGUS PLACE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。
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！

※ マイル付与は翌日、または翌々日となります。

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。

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。

4

※ 一部、ご利用いただけない店舗がございます。

5

1マイル＝1 円で、
1マイルからご利用できます。

さらに詳しい情報は…

D D マイル

検索

飲み放題
込み

前日
予約OK

4 名様
から
50名様

2

OK

カジュアルコース
時間

飲み放題付

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

季節の食材を取り入れたリーズナブルながら満足感のあるカジュアルコースと
お料理の品数を充実させ、2.5 時間ゆったり楽しめるエクストラコースをご用意。
ご希望のアミューズメントをオプションで追加して自由にカスタマイズ！

個室も

パーティー

Optio

プライベートパーティーSTYLE

お料理

9 品 ¥ 4,000

/1名様

（税 別）

ワカモレ・蒸し鶏とグリーンリーフのシーザーサラダ
２種プチトマトの赤ワインコンポート モッツァレラチーズのピンチョス
白身魚のカルパッチョ マスタードソースで
カラマリ＆フライドポテト 3種のディップソース
大山鶏のクリーム煮

季節の温野菜添え

豚肩ロース肉のグリルロースト
アサリとキノコのボンゴレビアンコ
サーモンとメークインポテトのチーズリゾット
柑橘ジュレと巨峰のデザート グラニテ仕立て

Free Drink

スタンダードフリードリンク
上記のパーティーコースに含まれております。

グレードアップ

¥

500

/1名様
（税 別）

2.5

飲み放題付

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DARTS

最新鋭のダーツを設置
圧倒的なBAGUSのスペックを体験！

11品 ¥4,500

お料理

/1名様
（税 別）

ワカモレ・蒸し鶏とグリーンリーフのシーザーサラダ
２種プチトマトの赤ワインコンポート モッツァレラチーズのピンチョス
白身魚のカルパッチョ マスタードソースで
カラマリ＆フライドポテト ３種のディップソース
大山鶏のクリーム煮

季節の温野菜添え

豚肩ロース肉のグリルロースト
牛すじ肉のラグー 赤味噌仕立て
真鯛の香草グリル パクチー添え
アサリとキノコのボンゴレビアンコ
サーモンとメークインポテトのチーズリゾット
柑橘ジュレと巨峰のデザート グラニテ仕立て

【Beer】
アサヒスーパードライ
【Wine】赤・白【Whiskey】ハイボール
【Sour】烏龍ハイ/緑茶ハイ/レモンサワー
【Shochu】芋 ・麦【Umeshu】おすすめ梅酒【Cocktail】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
【Soft Drink】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
【全
種】

23

【スタンダードフリードリンク】+ 本格焼酎 / 厳選梅酒 / サングリア / 追加カクテル

【全 67 種】

※仕入れ状況により料理内容が異なる場合がございます。

楽しみ方自由自在。
それが

（税 別）
/1名様

時間

パーティー

【期間限定】2017.6.1〜 8.31 迄

¥ 500

エクストラコース

¥ 500

の

（税 別）
/1名様

TABLE TENNIS
誰でも親しみのある卓球が
BAGUSで大人風に変身。

PARTY STYLE

¥ 1,000 /1

（税 別）
名様

KARAOKE

各コースにオプション料金にてお楽しみ頂けます。

¥ 1,500 /1

（税 別）
名様

¥ 1,500 /1

（税 別）
名様

GOLF & KARAOKE DARTS & KARAOKE

完全個室のラグジュアリールームで
世界のコースを気軽にラウンド
気兼ねなく楽しいひとときを。
クラブ、シューズ、グローブ全てレンタル無料。

ダーツ付のプライベートルームは
洗練された大人の空間。

遊び方自在のDining & Entertainment Complex
雰囲気の異なる２つのパーティーフロアは、歓送迎会や懇親会をはじめ
ライブイベント、ウェディングパーティー、創立記念式典、表彰式
プレスリリース等、幅広いシーンでご利用いただけるマルチスペースです。
２つのフロアを活用すれば、
「会議」
＋
「懇親会」の開催時にも
移動時間をかけずにご利用いただけます。

PleasureMap
MAIN FLOOR

LUXURY ROOM

LUXURY ROOM

K-PLACE

着席時 最大 140 名

立食時 最大 200名
PARTY FLOOR

MAIN FLOOR
着席時 最大 100 名
立食時 最大 200名

About The Bagus Place
刺激と寛ぎの時間が共存する、大人のための贅沢プレイス。

1. 本格的な音響・照明・映像設備とステージ＆DJブースを完備したパーティーフロア［K-PLACE］
2. 昼間はランチビュッフェ、夜はダーツと卓球も楽しめるマルチな空間［MAIN FLOOR］
3. カラオケ完備のラグジュアリーなプライベート個室×３部屋
4. 大型スクリーンでプレーできるゴルフ & カラオケ付個室 ×１部屋
5. 最新鋭ダーツ & カラオケ付パーティ個室 ×２部屋

貸切パーティーご利用時の

！
7 大特典！

バグースプレイス流のおもてなしで、パーティーをサポートいたします。

1

2

ウェルカムボード用意
会社名やサークル名を入れて
お作りいたします。

3

入退場 30 分サービス

4

ウェルカムドリンク

音響・照明・映像設備充実

パーティー開始の30分前〜

パーティーが始まるまでのお時間にも

大型スクリーン、
マイク、
音響、

終了後の30分後まで貸切！

ドリンクをサービスさせていただきます。

照明機材も無料でご用意！

5

6

7

乾杯スパークリング

メッセージプレート

2 次会・3次会割引特典

乾杯はお洒落にスパークリング！

サプライズの演出もスタッフが

パーティーの後もそのままプレイスで！

はじける泡が素敵な宴を彩ります。

お手伝いいたします。

個室のご用意も可能です。

※イメージ写真

Hospitality & Entertainment.

のコンセプトは、

1. 幹事様の会場選びをサポート！
実際にフロアやプライベートルームをご見学いただき、
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2. 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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3. パーティー当日は最高の笑顔で！

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。煌めくスパークリングワインで乾杯した後は
アレンジ自由自在、BAGUS PLACE PARTY の始まりです！

〜大人の贅沢プレイスで叶える、自由度の高いウェディング〜

-Free Style Wedding銀座のパーティーシーンを彩るバグースプレイスでは
海外挙式後の会費制パーティーから結婚式２次会まで
様々なスタイルのウェディングパーティーが可能です。
/1名様（税 別）

シーンに合わせて選べる

4 品 ¥ 4,000
ウェディングプラン 10 品 ¥ 6,000
フリードリンク付・ビュッフェスタイル
12 品 ¥ 9,000
人数・ご予算に応じて、立食または着席スタイルでご用意いたします。
詳しくは WEB ページをご覧ください。

【会場設備 ＆ウェディングアイテム】
ワイヤレスマイク/ マイクスタンド / 大型モニター / プロジェクター / スクリーン
（120インチ）/ DJ ブース / CD -J / DVDプレーヤー / ミキサー/ 特殊照明 /
スモークマシーン/ ミラーボール / ウェルカムボード / ビンゴゲーム / チェキ /
フォトプロップス＆撮影用バックパネル / 新郎新婦様控室 /クロークスペース他

【オプションアイテム】 ★ドレス・ブーケ等、ご飲食物以外のお持込相談可★
オリジナルケーキ / ドレス＆タキシード / ヘアメイク / ブーケ＆ブートニア
会場装花＆キャンドル / プロカメラマン / シャンパンタワー / プチギフト他

※イメージ写真

THE BAGUS PLACE
Lunch 11:30-16:00
OPEN 16:00- 翌 5:00（日・祝日 23:00 close ）
※営業時間外パーティーも承っております。
気軽にお問い合わせ下さい。

お下見随時受付中
www.bagus-99.com/Bplace/

03-5524-3991

中央区銀座2-4-6 銀座Velvia館B1F

PA R T Y C O U P O N
お下見でのご利用時、ご飲食お会計より

¥

1,000 OFF
※お会計 ¥2,000 以上でご利用頂けます

ご利用時にご提示ください／他サービスとの併用不可
パーティーご予定日

年/

有効期限

/

2017. 8.31 迄

1,000 OFF
※お会計 ¥2,000 以上でご利用頂けます

ご利用時にご提示ください／他サービスとの併用不可
パーティーご利用日

年/

有効期限

銀

座

東京交通会館

一

丁
目

旧プランタン
銀座
有楽町マリオン

ソニービル

アクセス

ZOE 銀座
C8 出口

東京メトロ 銀座駅 C8 出口 2 分
JR 有楽町駅 中央口 4 分

W E DDING COUPON

パーティーご利用後のご来店時

¥

JR 有楽町駅

/

2017.10.31 迄

Wedding Partyをご開催の新郎・新婦様

2 名様分コース無料
※ 70 名様以上で ¥6,000 以上のコースをご利用の場合
ご予約時にご提示ください／他サービスとの併用不可

2017.8.31 迄にご開催の方

