
2020 SUMMER
PARTY PLAN

PARTY STYLE

お下見随時受付中
www.bagus-99.com/Bplace/

東京都中央区銀座 2- 4- 6
銀座Velvia館B1F

03-5524-3991TEL

銀座一丁目

有楽町
マリオン

（旧プランタン銀座）
マロニエゲート銀座2

銀座駅
C8出口

5番出口
銀座一丁目駅

ZOE銀座

MIKIMOTO

東京交通会館

JR 有楽町駅

東京メトロ 銀座駅 分出口 2C8
銀座一丁目駅 分出口 15番
有楽町駅 分中央口 4JR

さらに詳しい情報は… DDポイント 検索

THE BAGUS PLACEをご利用の幹事様に、お会計の10%の
ポイントが貯まります。1

※ ポイント付与は翌日、または翌々日となります。
幹事様おひとりに、パーティー全体のポイントが貯まる仕組みで、
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ポイントが
貯まります。3

4

5

※ 一部、ご利用いただけない店舗がございますので、専用ページでご確認ください。
貯まったポイントはDDグループ対象店舗にてご利用頂けます。

※ 店舗により、10ポイントからのご利用となる場合もございます。
1ポイント＝1円で、1ポイントからご利用できます。

※旧名称「DDマイル」

幹事様のためのお得システム

DDポイント ご案内の

Lunch 11:30-17:00 (L.O. 16:00)

OPEN 11:30- 5:00翌通　常
11:30 - 23:00日・祝日

5:00（祝前日は翌 迄）

※営業時間は状況に応じて変更しておりますので
　ご利用の際はWEB/TELにてご確認ください。



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！

前 日
OK予約

2名様
50名様
から

飲み放題
込み

個室も
OK

Free Drink
スタンダードフリードリンク

【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

23【全 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。

Option

上記のパーティーコースに含まれております。

500¥ /1名様
（税別）

グレードアップ
67【全 種】【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

完全個室のラグジュアリールームで気兼ねなく楽しいひとときを。

KARAOKE ROOM PARTY

2 20名様～ 名様

/1名様（税別）

5,000¥9品お料理
2時間 飲み放題付

カジュアルコース

/1名様（税別）

5,500¥10品お料理
2.5時間 飲み放題付

エクストラコース

世界のコースを気軽にラウンド。クラブ、シューズ、グローブ全てレンタル無料。

4 10名様～ 名様

/1名様（税別）

5,500¥9品お料理
2時間 飲み放題付

カジュアルコース

/1名様（税別）

6,500¥10品お料理
2.5時間 飲み放題付

エクストラコース

KARAOKE ROOM PARTYGOLF &

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。

8 20名様～ 名様

/1名様（税別）

5,500¥9品お料理
2時間 飲み放題付

カジュアルコース

/1名様（税別）

6,000¥10品お料理
2.5時間 飲み放題付

エクストラコース

KARAOKE ROOM PARTYDARTS&

1.
2.
3.
4.
5.

ワカモレとサーモンのパイシェル仕立て

鴨肉のパストラミ マスタードソース

黄桃とプロシュートのブルスケッタ

ミックスビーンズとキヌアのギリシャ風サラダ

白身魚のフリット 自家製タルタルソース

6.
7.
8.

9.

香草チキンのスパイシージャンバラヤ

ズッキーニとパプリカのカペリーニ

豚肩ロースとマッシュルームの
赤ワイン煮込み バケット添え

ブランマンジェ マンゴーソース

カジュアルコース
2 2 時間パーティー
3 
入退場含む
時間貸切

お料理 9品 4,000¥ /1名様
（税別）

スタンダードフリードリンク付き ドリンクグレードアップ 500¥+

1.
2.
3.
4.
5.

ワカモレとサーモンのパイシェル仕立て

鴨肉のパストラミ マスタードソース

黄桃とプロシュートのブルスケッタ

北海タコのカルパッチョ ジェノバ風

ミックスビーンズとキヌアのギリシャ風サラダ

6.
7.
8.
9.

10.

白身魚のフリット 自家製タルタルソース

香草チキンのスパイシージャンバラヤ

ズッキーニとパプリカのカペリーニ

三元豚のロースト バルサミコソース

ブランマンジェ マンゴーソース

エクストラコース
2 2 .5時間パーティー時間

パーティー

3.5 
入退場含む
時間貸切

お料理10品 4,500¥ /1名様
（税別）

スタンダードフリードリンク付き ドリンクグレードアップ 500¥+

プライベートパーティー 



Free Drink
スタンダード
フリードリンク

上記の貸切コースに含まれております。
【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 【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

【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

Option

500¥ /1名様
（税別）

グレードアップ

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。

パーティーレイアウト（例）

遊び方自在
Dining & Entertainment Complex

1. 120インチモニターを3連結した映像パネル＆特殊照明完備の
多目的フロア［K-PLACE］

2. 昼間はランチ、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

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。

About The Bagus Place

※貸切コースのお料理は「スタンダードコース」カジュアルコース９品、「ラグジュアリーコース」
　エクストラコース１０品のメニューを一部アレンジしてご用意いたします。

貸切スタンダードコース
2 2 時間パーティー
3 
入退場含む
時間貸切

お料理 9品 5,000¥ /1名様
（税別）

スタンダードフリードリンク付き ドリンクグレードアップ 500¥+

貸切パーティー 
銀座エリア最大級の特注映像パネルでダイナミックな映像を
背景に、常設ステージ＆特殊照明を駆使した余興演出が可能！
マイク、司会台、DJブースなど音響設備も充実。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！

D J
バンド

OK演奏

50名様
300名様
から

込み
飲み放題

映像設備
充実

貸切ラグジュアリーコース

お料理10品 7,000¥ /1名様
（税別）

スタンダードフリードリンク付き ドリンクグレードアップ 500¥+

3 3 時間パーティー
4 
入退場含む
時間貸切


