Party Style 2019
貸 切 ( capacity : 30~200 guests )

www.bagus-99.com

Party Style 2019

Hospitality & Entertainment
首都圏を中心にビリヤード・ダーツ・カラオケ等、スタイリッシュなアミューズメント空間を展開する
BAGUS / Bane BAGUS では、少人数から大規模なパーティーまで様々なシーンでご利用いただけます。

1. 幹事様の会場選びをサポート！
実際にご希望エリアの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。

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。
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！

貸切パーティー 6 大特典 !!
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。

ウ ェ ル カムボード

ご入退場３０分サービス

ウェルカムドリンク

音 響 ・ 照 明 ・映像設備充実

幹事様控え室ご用意

２次会・３次会割引特典
※写真はイメージです。
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Party Style 2019
会社やサークルの歓送迎会・決起会・懇親会など、
大人数のパーティーに適したビュッフェスタイル。
プロジェクター・大型スクリーン・DJブースなど
音響・照明・映像設備も充実。
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です。

30 名様からご相談承ります。
飲み放題込み

DJバンド相談OK

大 型スクリーン

Standard
Course
【貸切】スタンダードコース
料理

10 品

/

2 時間（入退場含む3時間

貸切）

スタンダードドリンク
（23種）飲み放題付
¥

4,500

税別

※飲み放題アップグレード＋¥ 500

Luxury
Course
【貸切】
ラグジュアリーコース
料理

12 品

/

2.5 時間（入退場含む3.5時間

乾杯スパークリング
＋スタンダードドリンク
（23種）飲み放題付
¥

6,500

税別

※飲み放題アップグレード＋¥ 500

対象期間：2019年2月1日 〜 2019年11月30日迄

貸切）

1.

スモークサーモンのカルパッチョ
ビネグレットソース

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

7 種の野菜キッシュ

9.
10.

濃厚デミグラスソースのビーフストロガノフ

1.

チェリーモッツァレラとプチトマトの
カプレーゼ ピンチョス仕立て

2.
3.

クリームチーズとスモークサーモンのクロスティーニ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

彩り野菜のキッシュ

カマンベールチーズとミラノサラミのピンチョス
トマトとバジルのライスコロッケ
パストラミビーフのシーザーサラダ
スパイシーポテトフライ
ソーセージの盛り合わせ
若鶏モモ肉のソテー
ローストガーリックソース
NY チーズケーキ ミックスベリー添え

パテ・ド・カンパーニュとドライイチヂク
バルサミコソース
パストラミビーフのシーザーサラダ
スパイシーポテトフライ
海老のフリット

チリマヨネーズディップ

明太子のクリームスパゲッティ
若鶏モモ肉のソテー
白王豚のグリル

ローストガーリックソース

シャリアピンソース

濃厚デミグラスのビーフストロガノフ
NY チーズケーキ ミックスベリー添え

フリードリンクの詳細については裏面に記載しております。

※ご希望の店舗により貸切可能人数が異なりますので、予約時にご確認ください。※仕入れ状況により料理内容が変更となる場合がございます。※写真はイメージです。
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Amusement Option

楽し み 方自由自在

PARTY STY LE
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。

BILLIARDS
500〜 /1

＋¥

500〜 /1

＋¥

500〜 /1

1,000〜 /1

＋¥

名様

1,000〜/ 1

＋¥

名様

名様

ご延長 30 分（飲み放題付）

KARAOKE PRIVATE ROOM

TABLE TENNIS
＋¥

Simulation GOLF

DARTS -FREE PLAY-

名様

500〜1,000 /1

＋¥

名様

名様

OTHERS
・バンド機材レンタル ＋¥ 15,000 〜
・特大ケーキ各種

・シャンパンタワー ＋¥ 30,000 〜

・CASINO レンタル ＋¥ 75,000 〜

＋¥ 30,000 〜 ・モエマグナムボトル (1.5ℓ) ＋¥ 15,000 〜
その他、花束・ドレス手配等もご相談ください。

※店舗によりアミューズメント設備・料金設定が異なりますので、ご予約時にご確認ください。
※料金はすべて税別価格です。※写真はイメージです。
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幹 事 様 の た め のお得システム

DD ポイン トのご案内
※ 旧 名 称 「DD マイル」

1

BAGUS 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。

2

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！

3

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。

4

貯まったポイントは全国 437 店舗、140 ブランドの対象店舗で

※1967・under はポイント付与対象外です。

※ポイント付与は翌日、または翌々日となります。

1ポイント＝1円からご利用できます。
※店舗数は随時変動しますので対象店舗は下記 QR コードからご覧ください。※ご利用店舗により、
10 ポイントからのご利用となります。

5

貯まったポイントは会員様限定の豪華な商品に交換することもできます。
【人気の最新家電・国内旅行券・ハワイ旅行券などをご用意しております。】

さらに詳しい情報は…

D D ポイント

検索

ご予約・お問い合わせ

www.bagus-99.com

