
【対象店舗にてカードをご提示いただくと】 飲み放題30分延長サービス or 乾杯ドリンク人数分サービス
歓送迎会のご予約はお早めに

三井ショッピングパークカードでおトクに宴会！
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記憶に残る歓送迎会店16選
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04
M A T O M E

Sala AMABILE
イタリアンの巨匠が手がける銀座のサロン

イタリアンの巨匠・原田慎次シェフ率いる『アロマフレスカ』の姉妹店。料理はどれも繊細で、手
間暇かけたものばかり。店は銀座のビルの最上階にあり、煌めく都心の夜景を一望でき、記憶
に残る瞬間を演出してくれるはず。

銀
座

鮨 日本橋 鰤門
日本橋の名店で出会う鮨とワインの粋な愉しみ

熟練職人の本格江戸前鮨。ネタはもちろん煮切りにもこだわり、4種類の煮切り醤油を用意。白
身、赤身、光物、貝類など、相性を見極めそれぞれベストの煮きりを用いることで、極上の味わいを
生み出しています。お酒も充実。

室
町

スリオラ
美食家絶賛 ！ 銀座のモダンスパニッシュ

ミシュラン２つ星に輝くモダンスパニッシュレストラン。シェフはスペインのバスク地方・サンセバス
ティアンなどで修行した実力派。革新のスペイン料理が味わえます。スペインワインも豊富に揃い、
特別な時間が過ごせそう。

銀
座

広東名菜 赤坂璃宮
鉄人シェフの技が光る赤坂の人気中華料理店

中華の鉄人・譚彦彬がオーナーシェフを務める赤坂の名店。スパイスや油をさりげなく控えて作り
上げるという料理は身体に優しく滋味豊か。記念日や祝いの席には、豪華メニューのコース
（10,000円～）もおすすめ。

赤
坂

WINEHALL GLAMOUR
ワインは200種類以上 ！ おトクな飲み放題付きコースも。

ソムリエ厳選のワインと肉料理がカジュアルに楽しめるワインバル。ワインは常時200種以上。イタ
リア直輸入の樽生スパークリングワインを含んだ飲み放題に、肉料理がセットになったコース
（4,000円～）がおすすめ。

銀
座

ザ ミートロッカー セラーアンドグリル
一頭買いの銘柄牛をワインと共に味わい尽くす

北海道十勝の「豊西牛」を一頭買いし、赤身はもちろん稀少部位まで豪快にグリル料理で提
供。店内のセラーにはフランス・カリフォルニアを中心に約100種のワインをストックし、小売価格で
提供。お店の人気もうなずけます。

ビアカフェ ブルッグス ゾット
ベルギー醸造所公認 ！ 本場ベルギービールを堪能

ベルギーで450年以上の歴史を持つドゥ・ハルヴ・マーン醸造所公認レストラン。ドゥ・ハルヴ・
マーンの樽生ビールをはじめ、約100種のベルギービールが楽しめます。ムール貝のベルギー
ビール蒸しをはじめとしたベルギーの伝統料理も充実。

SAKE bistro Ｗ
仲間内の飲み会に ！ カジュアルなコースが魅力

日本ワインと日本酒が充実の酒ビストロ。3種の肉料理がセットになった「カジュアル肉コース」
（4,500円）は60種類のドリンク飲み放題付きで気の置けない同僚との送別会・歓迎会に。獺祭や黒龍
などの純米大吟醸まで楽しめるプレミアムフリードリンクもあるので日本酒好きもきっと満足するはず。

Délirium Café Tokyo
スクリーンや店内ライブの演出も！

樽生で50種類、ボトルを合わせると100銘柄以上のビールが味わえるベルギー発のビアカフェ。スク
リーンを使ったサプライズや、ご予約の方に限り当日撮影した写真付きボトルベルギービールのプレ
ゼントなどの送別会にぴったりのサプライズ演出も可能。毎週火曜と土曜は店内ライブも開催。

CASA AfeliZ GINZA
デザートにアートな演出 ！

パエリア発祥の地で学んだパエジャ・バレンシアを堪能できる本格スパニッシュダイナー。注目
は、デザートプレートへのプロジェクションマッピング。映し出されるアーティスティックな映像で、会
の盛り上がりは最高潮に。

銀
座

バーガー＆パブ シュッシュポポン
ワクワク空間でハンバーガーを ！

鉄道のジオラマが設置された店内は、入った瞬間に盛り上がること確実！つなぎなしで手ごねし
た上ロース100％のハンバーガーに、上ロースと上ハラミのステーキとフードも充実。大人が楽し
めるインスタ映え空間。

Restaurant GINTO
銀座で楽しむ華やかな時間

銀座の並木通りとマロニエ通りが交差する立地ならではの、華やかな雰囲気の中、オマール海
老やブランド牛など高級食材を取り入れた料理を楽しめます。個室は２名～200名まで利用可
能、様 な々シーンで利用できます。

銀
座

CAFE RAMBUTAN
女子会にも◎ ！ な洗練された空間

新宿駅直結の利便性に加え、洗練されたオリエンタルテイストの店内は、都心であることを忘れ
てしまうような落ち着き。６人以上から個室も利用できるため、プライベートな集まりに最適です。名
物のパクチー料理もぜひ。

DO-ZO
大人数でもOK！幹事の強い味方

10名～100名まで着席可能な個室・5部屋を用意。全ての部屋でマイクと大型テレビも利用で
きるため、思い出のビデオなどをみんなで鑑賞することも。鍋をはじめ、コースメニューも豊富で赤
坂駅に直結の便利さも魅力。

牡蠣ビストロ 貝殻荘
牡蠣三昧の贅沢パーティ

夏は岩牡蠣、冬は真牡蠣と１年中生牡蠣が食べられるほか、牡蠣フライや蒸し牡蠣など多彩な
牡蠣料理を楽しめることで人気のお店。20～30名で貸し切りができるスペースが狙い目です。
牡蠣とワインで特別な時間を。

記憶に残る
“おいしい料理”を

記憶に残る
“選りすぐりの銘酒”を

記憶に残る
“演出”を

記憶に残る
“大切なひととき”を

食べログ評価★3.5以上のお店をセレクト。
多彩な料理で、誰もが満足すること間違いなし。

世界の銘酒が揃うお店を集めました。
レアなワインや貴重な日本酒などで乾杯！

驚くような、一品や店内演出のあるお店。
思いがけない展開で、盛り上がろう！

多彩な個室や空間のあるお店をピックアップ。
大切な人と、忘れられない会に。
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銀座涵梅舫
食材の魅力を本格宮廷料理で ！ 

中国でも数少ない本格宮廷料理のお店。技巧を凝らした滋味深い料理を提供しています。中国
では縁起が良いとされお祝いの席で食べられるジャンボ桃饅はなんと直径20センチ。中にはカス
タード餡を包んだ小さな桃饅がたくさん入り、驚きとかわいらしさで忘れられない会に。
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タイアップ企画サイトはコチラ“予算別に探せる！見つかる！”　　　　　 人気店舗はまだまだあります！次ページからエリア別にお店をご紹介                 ＞＞＞ご予約はお早めに
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ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
乾杯サービス

個室あり

［アミューズメント＆ダイニングバー］ ☎03-5524 -3991銀座ベルビア館 B1

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

飲み放題あり 個室あり ランチ利用可

飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 5,400円／6,480円（各税込）【飲み放題込み】※時間は店舗へお問い合わせください。

THE BAGUS PLACE Luxury Complex ポイント会員
飲放30分＋

［イタリアンバール］ ☎03-5159 -2020銀座ベルビア館 1F

味も雰囲気も本場イタリアのバールにいる気分が味わえます。

デルソーレコース（全11品） 4,500円（税込）
2時間飲み放題込み

喫煙席あり 飲み放題あり

その他コース料金 4,000円／5,000円（各税込）【1.5時間飲み放題込み】

その他コース料金 6,480円（税込）【2時間飲み放題込み】

銀座バール・デルソーレ 2Due

［タイ料理］ ☎03-6228 -7783銀座ベルビア館 7F

落ち着いた空間で本場のタイ料理を存分に味わえるコース、飲み放題も各種ドリンク充実。

スペシャルタイコース（全6品） 3,300円（税込）

飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可 飲み放題あり 貸切可

SIAM CELADON 銀座店

2時間飲み放題込み

3時間飲み放題込み

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉 30分飲み放題延長別途 1,080円（税込）

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉　2時間飲み放題別途 1,500円（税込）

ポイント会員
飲放30分＋

［創作料理］ ☎03-3564 -1775銀座ベルビア館 8F

山梨県の魅力あふれる食材を存分に味わえるコースです。

山梨を味わう特撰食材のコース（全6品） 7,000円（税込）

飲み放題あり 貸切可

tetote

個室あり

2時間飲み放題込み

［ドイツビール&ワイン専門店］ ☎03-5159 -4200銀座ベルビア館 8F

ドイツ直送のソーセージを使ったコースとドイツビール・ワインの飲み放題！＋540円（税込）で生ビール2種、
＋1,080円（税込）で生ビール4種にグレードアップ可能です。

飲み放題あり 貸切可

シュタインハウス銀座

［イタリア料理］ ☎03-6264 -4538銀座ベルビア館 7F

銀座店コースの中では一番カジュアルにお楽しみ頂けるコースでご用意しております。

牡蠣を味わうコース（全7品） 4,536円（税込）

Oysterbar&Wine BELON 銀座店

1.5時間飲み放題別途 1,500円（税込）

飲み放題30分延長別途 500円（税込）

［和食］ ☎03-3538 -2226銀座並木通りビル 5F

歓送迎会や接待、お祝いのお席に幅広くご利用頂けるコースです。

寿＋飲み放題（全11品） 8,160円（税込）
1.5時間飲み放題込み

その他コース料金 7,660円／10,160円（各税込）【1.5時間飲み放題込み】

湯葉と豆腐の店  梅の花

2時間飲み放題別途 2,600円（税込）／30分延長 860円（税込）

［創作系串料理・雲仙焼］ ☎03-6228 -6091銀座トレシャス 10F

当店で人気の高い串を厳選しました。串・生野菜・〆のお茶漬、デザート付の超お得コース。

おすすめ御宴会プラン（全15品） 5,400円（税込）

雲仙

飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

［洋食］ ☎03-3538 -6600ZOE銀座 5F

メイン牛フィレ肉、更に選べるパスタ。

プリフィクスコース（全7品） 8,500円（税込）

Restaurant GINTO

飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

2時間飲み放題別途 3,000円（税込）

［中国・中華料理］ ☎03-6228 -7258銀座トレシャス 9F

本場香港の伝統的な料理を存分に味わえるコース。

香港1997コース（全7品） 6,000円（税込）

その他コース料金 8,000円／10,000円／12,000円／15,000円（各税込） その他コース料金 3,800円／5,300円／6,600円／8,000円（各税込）

香港1997

飲み放題あり 当日予約可 貸切可

［イタリアン（ヴェネチア料理）］ ☎03-3535-7722銀座トレシャス 9F

その他コース料金 6,000円（税込）

BARABABAO

ポイント会員
乾杯サービス

飲み放題あり 個室あり ランチ利用可

2時間飲み放題別途 2,600円（税込）／30分延長 860円（税込）

［創作系串料理・串あげもの］ ☎03-6228 -6092銀座トレシャス 10F

当店で人気の高い串を厳選しました。串・生野菜・〆のお茶漬、デザート付の超お得コース。

おすすめ御宴会プラン（全15品） 5,400円（税込）

その他コース料金 3,800円／5,300円／6,600円／8,000円（各税込） その他コース料金 8,100円／10,260円／12,960円（各税込）

串あげもの 旬s

〈サービス料別途10％〉  2時間飲み放題別途 2,700円（税込）

ラグジュアリー個室でお食事とゴルフ＆カラオケをお楽しみいただける贅沢プランです。他にもダーツを楽しめる
コースもございます。※室料込みの価格です。

2018 スプリングパーティー（全9品） 5,940円（税込）

2時間飲み放題別途 2,000円（税込）
イタリア政府観光局と商工会が厳しい審査をし、本場イタリアと同等のクオリティであると認定しました。リアル
なヴェネチアを味わえるフルコースを、ヴェネチア直輸入のインテリアと共にお楽しみください。

【★イタリア政府公認レストラン★】VENEZIAコース（全6品） 4,000円（税込）

2018 歓送迎会プラン  5,400円（税込）

ポイント会員
乾杯サービス

記憶に残る16選
食べログ

銀座 大人の街で楽しむ、あらゆるニーズを網羅した至福の宴

※その他コースのサービス適用については、各店舗へお問い合わせください。

ご予約時にサービスご利用の旨をお伝えください。
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。

飲み放題30分延長サービス乾杯ドリンク人数分サービス
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。 
対象ドリンクは、各店舗にてご確認ください。本冊子掲載コースご注文の方にサービス！

2018
 4/27（金）

まで

このアイコンが目印 このアイコンが目印

三井ショッピングパークカード会員 ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
飲放30分＋

0403 ※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。



ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
飲放30分＋

飲み放題あり

［イタリア料理］ ☎03-3535 -2750ギンザ・グラッセ 7F

幹事さん必見！予算で頭を悩ませることのないワイン3種付きの宴会プランです。4～12名様迄限定のスペシャルプライス。

大皿イタリアン宴会プラン&料理に合わせたワイン飲み放題（全7品） 7,560円（税込）

その他コース料金 5,000円／6,500円（各税込）【2時間飲み放題込み】

リストランテ・ヒロ GINZA

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり貸切可

［しゃぶしゃぶ・すき焼き］ ☎03-3574 -9629ニッタビル 2F

但馬牛を使用したコースに飲み放題の付いた幹事様安心のプランです。

但馬牛 宴会11,000円コース（全7品） 11,000円（税込）

但馬屋

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり ランチ利用可

［タイ料理］ ☎03-3561-3181ギンザ・グラッセ 8F

バンコクキッチン 有楽町店 ポイント会員
飲放30分＋

［博多伝統水たき］ ☎03-3562-9725銀座ベルビア館 7F

その他コース料金 4,500円／6,550円（各税込） その他コース料金 9,599円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

［薬膳火鍋専門店］ ☎03-5524 -7767銀座ベルビア館 7F

当日予約可 個室あり ランチ利用可

その他コース料金 4,980円／6,480円（各税込）【2時間飲み放題込み】

［カウンター和食］ ☎03-3562-7557銀座ベルビア館 7F

その他コース料金 8,640円／10,800円（各税込）

喫煙席あり 個室あり 貸切可

［鉄板焼フレンチ］ ☎03-3562-8080銀座ベルビア館 8F

当日予約可 個室あり

［ロティサリーチキン＆イタリアン］ ☎03-5524 -3301銀座ベルビア館 8F

その他コース料金 6,000円（税込）【2.5時間飲み放題込み】

飲み放題あり 貸切可

［ステーキ］ ☎03-3567-0120銀座ベルビア館 7F

喫煙席あり 飲み放題あり 貸切可

2時間飲み放題込み

［創作和食］ ☎03-6228 -7167銀座ベルビア館 7F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり

［中華料理］ ☎03-3566 -8078銀座ベルビア館 8F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 6,000円／8,000円／10,000円／15,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

その他コース料金 応相談

その他コース料金 5,400円／9,720円（各税込）

華コース（全8品）
 5,550円（税込）

九州より直送の自社養鶏華味鳥をふんだんに使ったフ
ルコース。コラーゲンたっぷり水たきは女性に人気です。

2時間飲み放題込み

モンゴルの太陽コース（全12品）※2名様～ 
6,999円（税込）

滋養強壮や美容におすすめです。胃もたれ、胸焼けなど
とも無縁の理想の鍋料理です。

〈サービス料別途5%〉

歓送迎会リッチプラン（全9品）
 5,980円（税込）

約40日間熟成させた肉の旨みを存分に味わえる120分
飲み放題付きの大満足の贅沢コースです。

季節の6,800円コース（全9品） 
7,340円（ 税込）
毎日、築地で仕入れる新鮮なお魚を中心とした、季節の
お料理をお楽しみください。

博多もつ鍋コース（全8品）
 5,800円（税込）

博多ほたる自慢のもつ鍋が楽しめる、お得な宴会コースです！
※当日の仕入れ状況により内容が異なる場合がございます。

歓送迎会コース（全6品） 
7,560円（税込）

特製ハンバーグステーキや旬の食材が味わえるスペシャ
ルコースです。

〈サービス料別途10%〉

歓送迎会コース（全12品） 
7,000円（税込）

食材の豊富さ、多様な料理法により目でも舌でも愉しま
せてくれる北京の定番料理をどうぞ。

歓送迎会 貸切プラン 
10,800円（税込）

約20名様以上でお店を貸切。季節の食材を使ったお料
理をビュッフェスタイルで提供いたします。

季節のコース（全9品）
 5,000円（税込）

名物ロティサリーチキンとおすすめ食材を使用したコー
スです。※仕入れ状況によりお料理が変更となる場合が
ございます。

アロッサ銀座パーティーコース（全6品） 
8,000円（税込）

開放感あふれる店内で、ニュージーランドの希少食材を
味わえます。

〈チャージ料込み〉 2時間飲み放題込み

2時間飲み放題別途 1,800円（税込）

2時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉2時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉
〈サービス料込み〉

2時間飲み放題込み〈サービス料22：00以降別途10%〉

博多 華味鳥 銀座二丁目店 天香回味 銀座店

銀座KAN

ahill

TRATTORIA LA COCORICO ～Birreria Rosticceria～

Gottie's BEEF

博多ほたる 銀座店

銀座涵梅舫

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

1.5時間飲み放題込み
2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

その他コース料金 6,980円（税込）【2.5時間飲み放題込み（L.O.2時間）】 その他コース料金 13,000円／17,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

飲み放題あり 個室あり ランチ利用可

［スペイン料理］ ☎03-5537-7235GINZA ｇCUBE 8F

CASA AfeliZ GINZA

2.5時間飲み放題込み（L.O.2時間）

その他コース料金 4,000円／4,500円／5,500円／7,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

［刺身居酒屋］ ☎03-5537-5401ニッタビル 7F

うおや一丁 銀座コリドー店

3時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり ランチ利用可

その他コース料金 10,000円／12,500円（各税込）【3時間飲み放題込み】

［しゃぶしゃぶすき鍋］ ☎03-5537-3585ニッタビル 7F

松阪豚を贅沢に使用した会席料理など全9品をご堪能いただくコースです。

松阪豚会席御宴会プラン【極】（全9品） 8,000円（税込）

おもき 銀座本店

〈サービス料込み〉〈チャージ料別途お1人様540円（税込）〉

ポイント会員
飲放30分＋

グリル＆ワインバー アロッサ銀座店
［ニュージーランドワイン＆グリルダイニング］ ☎03-5524-1146銀座ベルビア館 8F

飲み放題あり 貸切可

その他コース料金 6,800円（税込）【2.5時間飲み放題込み】

3時間飲み放題込み2時間飲み放題込み

SUZU CAFE歓送迎会コース（全8品） 
3,024円（税込）

可愛らしい前菜から始まり、食後はパティシエ特製デ
ザートが。歓送迎会にぜひ！

2時間飲み放題別途 2,052円（税込）

Ristorante F èffe
［イタリア料理］ ☎03-6228 -6206銀座ベルビア館 8F

［カフェ］ ☎03-6228 -6090銀座トレシャス 6F

その他コース料金 5,076円（税込）

SUZU CAFE

本場バレンシア直伝のパエリアやイベリコ豚ローストなど、贅沢シェアコースにたっぷり2.5時間の飲み放題が
ついたプランです。※4名様以上でご利用できるプランです。

2.5時間飲み放題付き歓送迎会コース（全8品） 5,500円（税込）

歓送迎会の特別コース。豪華刺身舟盛りと海鮮塩ちゃんこ鍋が付きます。※仕入れ状況によって、コース・メ
ニューが変更になる場合がございます。

5,000円歓送迎会特別コース（全8品） 5,000円（税込）

ワンランクアップのお料理内容です。タイ現地のお味を東京銀座でお楽しみください。※30名様以上のご予約
をご希望の場合はお問い合わせください。

Ratchada ラッシャダーコース 5,500円（税込）

※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

記憶に残る16選
食べログ

0605

記憶に残る16選
食べログ



［和食］ ☎03-5524 -1518ギンザ・グラッセ 9F

その他コース料金 6,000円／9,000円（各税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

歓送迎会限定コース（全15品） 
4,628円（税込）

名店の冷麺とともに、厳選された数々の和牛を堪能でき
ます。

ギンザ・グラッセ 11F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり ランチ利用可

その他コース料金 4,320円／5,400円／6,264円／6,480円（各税込）

2時間飲み放題別途 1,543円（税込）

［穴子専門店］ ☎03-6264 -6896交詢ビル DINING&STORES 4F

その他コース料金 5,000円／5,700円／8,000円（各税込）

玉ゐ銀座店限定歓送迎会プラン（全7品） 
6,500円（税込）
4名様につきワイン白、赤、スパークリングワインいずれか
1本がつく歓送迎会プラン。※貸切は25名様より。

当日予約可 貸切可 ランチ利用可

［和食］ ☎03-3571-5333 交詢ビル DINING&STORES 5F

喫煙席あり 当日予約可 個室あり ランチ利用可

［和食］ ☎03-3289 -3751GINZA ｇCUBE 10F

その他コース料金 8,640円／14,040円／16,200円（各税込）

喫煙席あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

［モダンスパニッシュ］ ☎03-3289 -5331交詢ビル DINING&STORES 4F

その他コース料金 14,580円／16,200円（各税込）

当日予約可 個室あり

竹コース（全11品） 
16,200円（税込）

箸で持つだけで切れるほど、サシの入った霜降りの飛騨
牛をぜひご堪能ください。

［飛騨牛専門店］ ☎03-3535 -4129銀座トレシャス 11F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり ランチ利用可

その他コース料金 10,800円／21,600円（各税込）【2時間飲み放題込み】 その他コース料金 13,000円／15,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

［中華料理］ ☎03-3535 -5515銀座柳通りビル B1

その他コース料金 5,400円／11,000円／16,000円（各税込）

Joe's Medley（全7品） 8,400円（税込）

飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

〈サービス料別途10％〉

〈サービス料別途10％（ディナータイムのみ）〉

パーティープラン（全6品） 12,000円（税込）

遊び心あふれる料理で、いつもと違うワンランク上の
パーティーをお楽しみください。

［イタリア料理］ ☎03-5524 -1270ZOE銀座 8/9F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

スパークリングワイン フリーフロー 1,500円（税込）

料理長おすすめのフカヒレの姿煮と、北京ダックがリー
ズナブルにお楽しみいただけるコースです。

2時間飲み放題別途 2,500円（税込）（L.O.1.5時間）

主菜とお食事がお選びいただける会席です。歓送迎会に
ぜひご利用ください。

2時間飲み放題別途 2,700円（税込）

［赤から鍋とセセリ焼き］ ☎03-3535 -3232ギンザ・グラッセ 7F

その他コース料金 5,400円／5,940円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

赤から満足コース（全10品） 
4,860円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり

梅・込み込みコース（全7品） 
9,800円（税込）

雲南省などから取り寄せた貴重なキノコや、山の幸を存
分に味わえるコースです。

［中国雲南キノコ火鍋・中国料理］ ☎03-6228 -6231銀座トレシャス 11F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可

［和食］ ☎03-3538 -7788ZOE銀座 6F

その他コース料金 10,584円／12,960円／16,200円（各税込）

日（にち）会席（全11品） 8,424円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可

当日予約可

個室あり

貸切可

ランチ利用可

喫煙席あり

喫煙席あり

当日予約可 個室あり 貸切可

個室あり 貸切可

ランチ利用可

2時間飲み放題込み〈サービス料別途5％〉 2時間飲み放題込み〈サービス料込み〉

〈サービス料込み〉 2.5時間飲み放題込み

「赤から鍋」をはじめ、赤からの定番メニューをコースに
しました。

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

〈サービス料別途10%〉

季節の薫りをお楽しみいただける和会席。大切な方との
歓送迎会、ご接待におすすめです。

2時間飲み放題別途 2,000円（税込）

立葵会席（全9品） 7,500円（税込）

［焼肉・冷麺・韓国家庭料理］ ☎03-3535-3020

ガストロノミーコース（全11品） 
18,900円（税込）

旬の素材と繊細な技術で創るモダンなスペインコース
料理をこころゆくまで…。

〈サービス料別途10%〉

歓送迎会　福コース特上（全5品）
15,120円（税込）

すき焼きと網焼ステーキが楽しめる特別感のあるコース
です。お土産が付いております。

〈サービス料別途10%〉〈チャージ料別途（お部屋の大きさによります）〉

歓送迎会特別コース（全9品） 
10,800円（税込）

山陰の味覚とずわい蟹、島根和牛のステーキが付いた特
別なコースをぜひご堪能ください。

〈サービス料別途10%〉

飛騨牛一頭家 銀座 馬喰一代

ディナーコース（全13品） 
10,260円（税込）

多彩な小皿の饗宴を200種のワインとともにお楽しみ
ください。（貸切の場合飲み放題あり）

［イタリアン（サロン）］ ☎03-3535 -6669銀座トレシャス 12F

個室あり

〈サービス料別途5％〉〈チャージ料別途540円（税込）〉

Sala AMABILE

御膳房 雲南キノコ火鍋専門店

ジョーズ シャンハイ ニューヨーク 銀座店

板前料理 日月火 Argento ASO

赤から銀座店 和食・うま酒 入母屋

ぴょんぴょん舎　GINZA UNA

日本橋 玉ゐ 銀座店

人形町今半 銀座店

郷土・松江の味銀座皆美

スリオラ

［松阪牛と高級黒毛和牛料理］ ☎03-3289 -3771GINZA ｇCUBE 7F

その他コース料金 20,520円／25,920円（各税込）

松阪牛 すき焼きコース（全5品） 
16,200円（税込）

その日、お召し上がり頂きました「松阪牛」の血統書をさ
しあげます。

〈サービス料別途10%〉

柿安 銀座店

［ワインホール＆カジュアルレストラン］ ☎03-5568 -6688ニッタビル B1

牛ランプの低温ローストコース（全8品） 
4,320円（税込）

じっくり低温ローストした牛ランプが味わえるコースです。

WINEHALL GLAMOUR

［鉄板焼］ ☎03-3289 -6611ニッタビル 3F

その他コース料金 6,500円／8,500円（各税込）【2時間飲み放題込み】 その他コース料金 4,500円／5,500円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

喫煙席あり 飲み放題あり

飲み放題あり

当日予約可 個室あり 貸切可

［炉端焼き］ ☎03-6274 -6190ニッタビル 3F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 4,500円／6,500円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

［手羽先唐揚］ ☎03-6280 -6689ニッタビル 8F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり

［和食］ ☎03-5537-7795ニッタビル 2F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり ランチ利用可

その他コース料金 6,000円／8,000円／9,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

［地鶏料理］ ☎03-3575 -1551ニッタビル 3F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり

［バー・居酒屋］ ☎03-3572-9161ニッタビル 9F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可

淡路散策コース（全8品） 
7,000円（税込）

淡路島の食材をふんだんに使用した宴会向けのコース
となっております。

2時間飲み放題込み

2時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉2時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

御堂スペシャルコース（全8品） 
7,500円（税込）

当店の人気名物料理と海鮮2品、アンガス牛の鉄板焼の
入ったコースに飲み放題を付けたお得なプランです。

2時間飲み放題込み

地頭鶏 地鶏コース（全10品） 
5,000円（税込）

炭火焼、たたき等、名物料理ぎっしりのお得なコースに飲
み放題が付いた、歓送迎会にオススメのコースです。

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

一家おすすめコース（全8品）
 5,500円（税込）

一家おすすめの絶品鍋を堪能できるコース。飲み放題も
充実の品揃え！ぜひご予約ください。※仕入れ状況によ
り内容が変更になる場合がございます。

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

名古屋コース（全7品） 3,500円（税込）

暖簾分けした弟子が受け継ぐ秘伝のタレが自慢です。

〈チャージ料込み〉

2時間飲み放題別途 1,500円（税込）

プチパーティーコース 4,860円（税込）～

チャージ料金とご飲食をセットにした6名様からの便利な
コースです。男性5,400円（税込）女性4,860円（税込）。

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

海鮮個室DINING 淡路島と喰らえ

鉄板や 上方御堂 宮崎地鶏炭火焼 車

こだわりもん一家 銀座店 元祖手羽先唐揚 風来坊

LIVE HOUSE KENTO'S

その他コース料金 6,000円（税込）【2時間飲み放題込み／10名様以上】

ギンザ・グラッセ 10F

飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可

［黒豚しゃぶしゃぶ］ ☎03-3562-5040

極上霧島黒豚しゃぶしゃぶ
飲み放題付コース（全8品） 7,000円（税込）

霧島黒豚と国産ねぎのあっさりしゃぶしゃぶを是非お召
し上がりください。※4名様以上からのコースです。

〈チャージ料込み〉 2時間飲み放題込み

羅豚 ギンザ・グラッセ

※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

記憶に残る16選
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記憶に残る16選
食べログ

記憶に残る16選
食べログ
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予算別に探せる！
見つかる！

「2018歓送迎会」ウェブサイトはこちら
https://tabelog.com/tieup/main/31urban_182/

タイアップ企画
ダウンロードも簡単！

三井ショッピングパークアプリ

キーワード検索または、Google play、App Storeのアプリを
起動してダウンロードしてください。

※本アプリケーションの利用にはパケット通信料がかかります。※本アプリケーションの動作推奨環境は、iOSの場合：iOS8.0以上
（iPad,iPod Touchでは、動作保証対象外となります）・Androidの場合：Android4,.4以上（すべての端末での動作を保証するものではあり
ません/Android OS タブレットでの動作保証はしておりません）となります。※スマートフォンにてダウンロードを行なってください。

QRコードを読み込めない場合は
Google Playストアにて
「三井ショッピングパークアプリ」を検索

QRコードを読み込めない場合は
App Storeにて
「三井ショッピングパークアプリ」を検索

Androidはこちら iPhoneはこちら



※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

人気のメニューを取り揃えた会席。お酒・お食事にぴったりです。

かにすき会席（全8品） 6,000円（税込）

今朝獲れ鮮魚を存分に味わえるコース。漁師直結の鮮度をお楽しみください。

墨之栄特選コース（全9品） 4,500円（税込）
2時間飲み放題別途 1,500円（税込）

北海道十勝の赤身の豊西牛を一頭買いならではの希少部位やサーロインが楽しめるお得なコース。

北海道豊西牛5,000円コース（全8品） 5,000円（税込）
飲み放題 2時間（L.O.1.5時間）別途 1,900円（税込）／時間無制限別途 2,900円（税込）

旬の味覚をたっぷり味わえる天ぷら懐石コースです。

歓送迎会特別コース（全12品） 7,500円（税込）
〈サービス料別途5％〉

活気のあるバルスタイルでスペイン気分を満喫。当店自慢のタパスやパエリアをご賞味ください。

歓送迎会期間限定プラン（全9品） 3,800円（税込）
2時間飲み放題別途 1,700円（税込）

［原始焼き・鮮魚・日本酒］ ☎03-3548 -9917コレド室町1 2F

その他コース料金 4,500円／8,000円／12,000円（各税込）

［和食 かに料理］ ☎03-6265 -1577コレド室町1 3F

当日予約可 貸切可 ランチ利用可

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり当日予約可 貸切可 ランチ利用可

ユッケ・熟成タン・トリュフ・すき焼きの入った充実飲み放題付きプラン。

歓送迎会8000円プラン（全9品） 8,000円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり当日予約可 ランチ利用可

日本橋 墨之栄

日本橋 かに福

［肉料理］ ☎03-3516 -1129コレド室町1 3F

肉割烹 KINTAN

［ピッツェリア・イタリアン］ ☎03-3272-6855コレド日本橋 4F

飲み放題あり 貸切可

その他コース料金 4,500円（税込）【2時間飲み放題込み】

宴会シーズン、ワイワイ南イタリア料理を堪能しませんか？

2時間飲み放題込み

宴会飲み放題プラン（全11品） 5,000円（税込）

その他コース料金 7,300円／8,400円／10,800円／12,960円（各税込）【2時間飲み放題込み】

プリプリの大きなエビマヨと釜焼き北京ダックが自慢のオススメコースです。

2時間飲み放題込み

宴会4000 北京ダックコース（全9品） 6,000円（税込）

ピッツェリア ダ チーボ

［中華料理］ ☎03-6281-9991コレド日本橋 4F

盤古殿

［スペイン料理］ ☎03-6202-3600コレド室町1 2F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 2,800円／3,300円／4,300円（各税込） その他コース料金 3,500円／5,500円（各税込）

ビキニ ピカール

［天ぷら・和食］ ☎03-5205 -7661コレド日本橋 4F

喫煙席あり 個室あり

その他コース料金 4,000円／5,200円／7,400円（各税込）

天ぷら 魚新

［ステーキハウス］ ☎03-5542-1412コレド日本橋 4F

喫煙席あり 当日予約可飲み放題あり 個室あり

その他コース料金 2,900円／4,000円／6,000円（各税込）※2,900円コースは2名様の場合、4,000円・
6,000円コースは3名様以上の場合のみご利用可（飲み放題のご利用不可）

ザ ミートロッカー セラーアンドグリル

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
乾杯サービス

記憶に残る16選
食べログ

〈サービス料込み〉

室町・日本橋 多彩な料理、上質な空間で堪能する特別な夜

※その他コースのサービス適用については、各店舗へお問い合わせください。

ご予約時にサービスご利用の旨をお伝えください。
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。

飲み放題30分延長サービス乾杯ドリンク人数分サービス
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。 
対象ドリンクは、各店舗にてご確認ください。本冊子掲載コースご注文の方にサービス！

2018
 4/27（金）

まで

このアイコンが目印 このアイコンが目印

三井ショッピングパークカード会員 ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
飲放30分＋
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※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

［豚肉料理］ ☎03-6214 -3129コレド日本橋 4F

平牧三元豚の本当の美味しさをそのまま味わえるしゃぶしゃぶコース。※飲み放題をご利用の場合、
お席の時間は完全2時間制となります。※ランチは土・日・祝のみご利用いただけます。

飲み放題あり 当日予約可 ランチ利用可

その他コース料金 5,940円／8,100円（各税込）

平牧三元豚しゃぶしゃぶコース（全6品） 4,860円（税込）
2時間飲み放題別途 1,620円（税込）

プラス500円で飲み放題30分延長可能／応相談でプレミアム飲み放題可能

ポイント会員
飲放30分＋

［フレンチ ビストロ］ ☎03-6225 -2010コレド室町1 3F

飲み放題あり 当日予約可 貸切可

その他コース料金 6,000円／7,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

2時間飲み放題込み 2時間飲み放題込み

［お米が主役の和食］ ☎03-6225-2424コレド室町1 3F

飲み放題あり 貸切可

その他コース料金 6,000円／8,000円（各税込）

ポイント会員
乾杯サービス

飲み放題あり 個室あり 個室ありランチ利用可当日予約可

飲み放題あり 個室あり ランチ利用可当日予約可

［しゃぶしゃぶ・日本料理］ ☎03-3241-4841コレド室町1 4F

ポイント会員
乾杯サービスざくろ 室町店

個室限定コースでは、お客様にお肉の好きな部位をお選びいただいてからカットします。

歓送迎会おすすめコース（全6品） 12,960円（税込）
〈サービス料別途10％（個室は15％）〉 2時間飲み放題別途 3,240円（税込）

［ワインバル］ ☎050 -2018 -2413コレド室町2 1F

飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 5,000円／6,000円（各税込）

その他コース料金 5,400円／7,560円（各税込）【1.5時間飲み放題込み】

ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
乾杯サービス

VINOSITY maxime

米祥 ビストロ 石川亭

ヴィノシティの人気メニューも味わえる、ボリューム満点のコース！ ※乾杯にこぼれスパークリングワイン®1杯サービス

VINOSITY plan（全10品） 4,000円（税込）
〈チャージ料別途300円（税込）〉 1.5時間飲み放題別途 2,000円（税込）

多くの文化人が好んで訪れた創業120年の老舗旅館「皆美館」で培われた味わいを、ごゆっくりお楽しみください。

旬味（鯛めし付）（全8品） 11,880円（税込）
〈サービス料別途10％〉

旬の野菜や魚を味わえる会席料理コース。和食の彩・味をお楽しみください。※コースの内容、金額等はご相談ください。

会席料理コース（全7品） 4,500円（税込）
〈チャージ料込み〉2時間飲み放題別途 1,500円（税込）～

自然の恵みと旬の味覚を味わえるコースです。

ビアカフェブルッグスゾット 歓送迎会プラン（全8品） 6,480円（税込）

［ベルギービール・ベルギー料理］ ☎03-5204 -1988コレド室町2 2F

1.5時間飲み放題込み

ご予算に合わせて、メイン料理がステーキ、牛肉赤ワイン煮等のコースもご用意しています。

歓送迎会コース（全6品） 5,000円（税込）

ビアカフェ ブルッグス ゾット

エルボラーチョのおすすめ料理が全て入ったコースです！

エルボラコース（全6品） 5,000円（税込）

［メキシコ料理］ ☎03-3527-9285コレド室町2 2F

エルボラーチョ

スープにこだわった自慢の餃子鍋とつまみ、2時間飲み放題が付いたお得なコースです。

餃子もつ鍋（2名様より）（全7品） 3,800円（税込）

その他コース料金 3,200円（税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

飲み放題あり 貸切可

［餃子バル＆ラーメン］ ☎03-6214 -2365日本橋三井タワー B1

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

ポイント会員
飲放30分＋餃子と炙り こけこっこ

お料理ごとに直送素材が入った四国を満喫できるコース！飲み放題にも四国がたっぷり！

産地直送素材！四国の魅力たっぷりコース（全9品） 5,000円（税込）

その他コース料金 4,000円／4,500円（（各税込）【2時間飲み放題込み】

［和バル］ ☎03-6262-3100コレド室町2 2F

ポイント会員
飲放30分＋ SHIKOKU バル 88屋

シンガポールの代表的なお料理の数々に飲み放題もついたスペシャルコースです。

フィッシュヘッドコース（全10品） 4,980円（税込）

その他コース料金 3,980円（税込）【2時間飲み放題込み】

［シンガポール料理］ ☎03-3272-1239日本橋三井タワー B1

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

ポイント会員
飲放30分＋シンガポール 海南鶏飯 松江の味 日本橋皆美

歓送迎会におすすめ！！飲み放題付きのおすすめコースです。

豆ちゃの歓送迎会コース（全7品） 5,400円（税込）

その他コース料金 6,480円／7,560円／8,640円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

［京都おばんざい］ ☎03-6202-0505コレド日本橋 4F

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

京都 石塀小路 豆ちゃ

その他コース料金 8,964円／10,800円／14,040円（各税込）

［和食］ ☎03-3274 -0373コレド日本橋 4F

とんかつと豚肉料理 平田牧場

喫煙席あり ランチ利用可

個室あり

飲み放題あり 貸切可個室あり

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉
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コレド室町3 1F

飲み放題あり 貸切可

その他コース料金 6,000円（税込）【1.5時間飲み放題込み】

［うどん酒場］ ☎03-6214 -3656日本橋三井タワー B1

その他コース料金 4,500円／5,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

一寸一杯コース（全8品） 
2,980円（税込）
釜たけ自慢のメニューを揃えたコースです。切りたて、ゆ
でたてのうどんを一度ご堪能ください。

貸切可

その他コース料金 4,980円（税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

［スパニッシュ＆イタリアン］ ☎03-3272-6337コレド日本橋 4F

その他コース料金 5,500円／6,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

［ビアバー］ ☎03-6262-3145コレド室町3 1F

飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 4,000円（税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

［鶏料理］ ☎03-3231-1718日本橋三井タワー B1

飲み放題あり 貸切可

［中華料理］ ☎03-6265 -1669コレド日本橋 B1

飲み放題あり 貸切可

コレド日本橋 4F

その他コース料金 3,500円／3,600円／3,700円／3,800円（各税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

コレド室町1 1F

飲み放題あり 個室あり 貸切可

その他コース料金 5,500円／7,500円（各税込）

その他コース料金 3,300円／5,000円（各税込）

［中国四川料理］ ☎03-6225 -2233コレド室町1 2F

その他コース料金 7,500円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可

［焼肉］ ☎03-6225 -2347コレド室町1 3F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 ランチ利用可

その他コース料金 8,000円（税込）【2時間飲み放題込み】

［和食居酒屋］ ☎03-3548 -0977コレド室町1 3F

その他コース料金 3,600円／4,300円／5,000円（各税込）

その他コース料金 4,000円／5,000円／9,000円（各税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり ランチ利用可

［鮨］ ☎03-3243 -0050コレド室町1 4F

当日予約可 個室あり

［もつ鍋・明太子料理］ ☎03-5202-8080コレド室町2 2F

その他コース料金 3,500円／5,000円（各税込）

やまや「匠～たくみ～」（全9品） 
4,000円（税込）
より洗練された逸品ともつ鍋を堪能できるこだわりの
コースです。やまやの明太子がお土産で付きます。

喫煙席あり 当日予約可 貸切可

［イタリア料理］ ☎03-6225 -2200コレド室町1 2F

飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

［中国料理］ ☎03-6225 -2728コレド室町1 3F

飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

［タイ料理］ ☎03-6225 -2442コレド室町1 3F

飲み放題あり 当日予約可

［和ダイニング］ ☎03-5205 -8704コレド室町2 1F

飲み放題あり

その他コース料金 5,000円（税込）

GRIP TAVERN
［オーガニックイタリアン］ ☎03-6262-3202コレド室町2 2F

その他コース料金 5,292円／5,940円（各税込）【2時間飲み放題込み】

飲み放題あり 当日予約可 貸切可

［フレンチカフェ］ ☎03-6225 -2552

カジュアルプラン（全9品）
3,500円（税込）

フランス直輸入13ヵ月熟成のキッシュとボリュームたっ
ぷりポークのグリルの付いた当店おすすめのパーティー
プランです。

2時間飲み放題別途 2,000円（税込）
〈チャージ料別途 5,000円（税込）：個室のみ〉

前菜・フカヒレ料理・麻婆豆腐等の他に四川伝統の調理
技法を駆使した料理の数々をお楽しみください。

2.5時間飲み放題別途 2,000円（税込）

四川コース（全7品） 4,500円（税込）

本場仕込みのワザ凝縮コース
大皿取り分けスタイル（全8品） 4,000円（税込）

石窯で焼くできたてミラノ風ピッツァは必食！飲み放題
にはイタリアのワイナリー直送ワインも！

2時間飲み放題別途 2,200円（税込）

風特撰コース（全23品） 5,500円（税込）

厳選された黒毛和牛の一頭買い店ならではの希少部位
を、種類豊富に味わいつくせるコース。 

1.5時間飲み放題別途 1,500円（税込）

お得込々プラン（全11品） 
6,000円（税込）

その他、飲み放題込み8,000円（税込）のプラン（10名
様以上のご利用で北京ダックをサービス）もご用意し
ています。

2時間飲み放題込み

〈サービス料別途10％〉〈チャージ料込み〉

たくさんの品を少しずつ…そんな希望を満たしてくれる9
種類の前菜が魅力です。会食や特に接待にはおすすめで
す。※季節・仕入れにより内容は異なります。

2時間飲み放題別途 1,600円（税込）

菜なの豆皿八寸コース（全8品） 5,500円（税込）

ジャスミンコース（2名様より）（全8品） 
3,780円（税込）

人気タイ料理の盛り合わせをリーズナブルに楽しめる豪
華コース。

2時間飲み放題別途 2,376円（税込）

おきまり弐（全16品） 6,480円（税込）
旬の食材をお楽しみいただけるコースです。ヒマワリ油
100％使用しております。

華（はな）（全17品） 13,500円（税込）

旬の素材を使用した正統の江戸前鮨です。

〈サービス料別途10％〉

歓送迎会プラン（全8品） 
3,000円（税込）

「日本橋だし場 はなれ」に来たらまずは食べていただき
たいメニューばかり集めました。

1.5時間飲み放題別途 2,000円（税込）

スタンダードコース（全4品） 
4,860円（税込）

GRIP定番の人気コース。函館直送の鮮魚やオーガニック
のお野菜などをいいとこ取り！※お席の時間は2.5時間と
なります。

2時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

［イタリアンバール］ ☎03-6262-3178

歓送迎会4,000円ポッキリコース 
（全8品） 4,000円（税込）

2時間飲み放題込み

自慢の鶏料理をふんだんに盛り込んだ、特別なコース！

口福ディナーコース（全7品） 
3,980円（税込）

よだれ鶏や手包み餃子など、JASMINEの人気メニュー
を贅沢に味わえるディナーコース。

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

5,000円パーティーコース（全8品）
5,400円（税込）

イタリアンスパニッシュコース。

2018歓送迎会プラン（全10品） 
5,000円（税込）

お酒に合うスパニッシュとイタリアンの融合したコース！
ラテン香る料理をワインとともにお楽しみください。み
んなでワイワイ楽しめるお店です！

2時間飲み放題込み

［タイ料理］ ☎03-6225 -2891

トライアルコース（全8品） 
2,980円（税込）

タイの代表的なお料理を集めました。激辛から甘口まで
辛さを調整いたします。

2時間飲み放題別途 1,700円（税込）（4名様～）

大満足ボリュームコース（全6品） 
5,000円（税込）

クラフトビールが30種類飲み放題！お気に入りのビール
を見つけて楽しんでください。

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

デザートorフリードリンク（30分延長）別途500円（税込）

コース・デル・チッチョーネ
（食いしんぼうコース）（全8品） 5,000円（税込）

魚介のフルッティディマーレをはじめとするヴェネツィアの豪快な料理
を楽しめるコース。※6,000円（税込）以上のコースはご相談ください。

1.5時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

本格ナポリピッツァが楽しめる
春の歓送迎会プラン

厳選した食材を使って、ピッツァ職人が焼き上げるナポリ
ピッツァや特製ローストビーフに飲み放題が付いたお得な
プランです。※ランチは土・日・祝のみご利用いただけます。

カフェ エメ・ヴィベール 四川飯店 日本橋～Chen Kenichi's China～

Che Voglia! 和牛一頭焼肉 盛岡手打冷麺 房家

中國名菜 孫 おばんざい・炙り焼き・酒 菜な

［和風オイスターバー］ ☎03-6262-3144コレド室町2 1F

その他コース料金 5,000円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

カキ料理を中心に厚岸の食材を心ゆくまで堪能できます。

2時間飲み放題別途 1,800円（税込）
厚岸町コース（全9品） 4,000円（税込）

牡蠣場 北海道厚岸 ロティサリーバール ダパウロ

ジャスミン タイ 鮨 日本橋 鰤門

日本橋だし場 はなれ 博多もつ鍋 やまや

IL BACARO ALMA

釜たけ流うどん 一寸一杯

シロッコ

クラフトビアマーケット SALVATORE CUOMO & BAR

鶏とちょこっと料理 ほっこりや

中華香彩ジャスミン 口福厨房 韓国旬彩料理 妻家房

タイレストラン 沌

［韓国料理］ ☎03-5204 -0108コレド日本橋 4F

その他コース料金 4,000円／6,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

2時間飲み放題込み

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

人気メニューを詰め込んだ妻家房のオススメコースです。

歓送迎会オールスターコース（全7品）
5,000円（税込）

［地中海ビストロ＆ワインバル］ ☎03-6225 -9770コレド日本橋 4F

飲み放題あり 個室あり 貸切可

その他コース料金 6,480円／7,560円（各税込）【2.5時間飲み放題込み】

2.5時間飲み放題込み

［串揚げ］ ☎03-3548 -8611コレド室町1 4F

当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 4,860円／8,100円（各税込）

串𠅘

［ピッツェリア＆バール］ ☎03-6214-3265日本橋三井タワー B1

飲み放題あり 貸切可当日予約可 ランチ利用可

その他コース料金 4,000円／5,000円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間） 2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

（4名様より） 3,000円（税込）

※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

記憶に残る16選
食べログ

1413

予算別に探せる！
見つかる！

「2018歓送迎会」ウェブサイトはこちら
https://tabelog.com/tieup/main/31urban_182/

タイアップ企画



仕事仲間で貸切パーティー“STANDARD
PARTY PLAN”（全6品） 3,980円（税込）

お腹も満足の計6品をご用意。バラエティ豊かなアル
コールもお楽しみいただける飲み放題プランです！
※20名様からご予約可能です。

［イタリアンスタイルバール］ ☎03-5545 -6977赤坂Bizタワー SHOPS&DINING B1

喫煙席あり 飲み放題あり 貸切可

［中国料理］ ☎03-5570 -9323赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 2F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 3,980円／4,980円／7,000円（各税込）【3時間飲み放題込み】

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可

［カジュアルイタリアン］ ☎03-5545 -6885赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 貸切可

P.C.A.パーティープラン（全8品） 4,900円（税込）

前菜で生ハム・カプレーゼ、トルティージャ、更にローストビー
フサラダ、メインにイベリコ豚、シーフードパエリアが付いて
この価格！！※L.O.は20：00になります。

［パブ・レストラン］ ☎03-5545 -7767赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可

メインディッシュを牛リブロースのグリルに変更別途 300円（税込）

［日本料理 しゃぶしゃぶ］ ☎03-3582-6841赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 2F

その他コース料金 18,360円（税込）

喫煙席あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

［レストラン］ ☎03-3568 -8651赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 2F

飲み放題あり 貸切可 ランチ利用可

飲み放題あり 貸切可

その他コース料金 7,500円（税込）【2時間飲み放題込み】

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

デリリウムカフェの歓送迎会コース（全6品）
5,000円（税込）

団体様でお楽しみいただけるように、前菜からメインまでボリュー
ムある品を取り揃えています。※別途500円（税込）にて国産
「活」ムール貝の白ワインバケツ蒸し付き。※メニュー内容が変更
になる場合がございます。※メインディッシュにより異なります。

［ベルギービール］ ☎03-5545 -7730赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

その他コース料金 4,500円／5,500円／6,500円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

その他コース料金 4,860円（税込）【2時間飲み放題込み】

炭火焼きのお肉2種盛合せ彩りイタリアンコース（全10品）
5,500円（税込）

当店の人気メニューが勢揃いしたコース。ボリューム満点で、どなたでもご満
足いただけます。飲み放題にはスパークリングワインも。※定番のパーティー
コース 5,000円（税込）2.5時間飲み放題（L.O.2時間）付きもございます。

飲み放題30分延長別途 500円（税込）
3時間飲み放題込み（L.O.2 .5時間）〈サービス料込み〉

その他コース料金 4,500円／5,000円／6,500円（各税込）【飲み放題込み※時間は店舗へお問い合わせください】

〈チャージ料 個室・ラウンジ席：
 お一人様別途500円（税込）〉 2時間飲み放題込み

2時間飲み放題込み

〈サービス料 テーブル席：別途10%、個室：別途15％〉

その他コース料金 3,900円（税込）【飲み放題込み ※時間は店舗へお問い合わせください】

師傅特撰コース（全8品） 16,200円（税込）

中国代表料理、フカヒレの姿煮、旬の素材や活魚など料理
長の厳選した料理をご堪能ください！※料理長おすすめの
コースのため、日々変わります。※季節により食材は変更す
る場合がございます。

1.5時間飲み放題別途 3,240円（税込）
〈サービス料別途10%〉

黒毛和牛しゃぶしゃぶ定食（全6品） 
15,120円（税込）

季節の食材を使用した逸品料理とともに、ゆったりとした
奥ゆかしい雰囲気をご堪能ください。※すき焼き定食
17,280円（税込）～もございます。

歓送迎会プラン（全11品） 7,500円（税込）

華やかな一軒家タイプの結婚式場で行う、20名様からのプ
ランです。マイク・スクリーン・プロジェクターも使用料無料。
貸切も可能なのでパーティプランも自由に組み立てOKです。

〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間） 〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

2時間飲み放題込み

espressamente illy

BEACH パーティー（全7品）
4,298円（税込）

肉食女子にもオススメ！飲み放題はビールやワイン、カ
クテルOK！！※ご利用の3日前までにご予約ください。

［カフェレストラン］ ☎03-5544 -8220赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

飲み放題あり 貸切可

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

SALTY SUNNY BONDI CAFE

飲み放題付き・パーティーコース（全5品）
6,500円（税込）

選べるメイン（魚料理or肉料理)、選べるパエリア（3種
類から）と当店の人気料理ピンチョス8種盛り合わせを
含む飲み放題付きコースプランです。

［スペイン カタルニア料理］ ☎03-5114 -8500赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

飲み放題あり

MODERN Catalan SPANISH“BIKiNi”

5500コース
5,940円（税込）

築地の仲卸直営店だから味わえる、こだわりのネタ。長
崎県五島などからの直送鮮魚もご堪能いただけます。

［居酒屋］ ☎03-6435 -5399赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

飲み放題あり 当日予約可 貸切可

2時間飲み放題込み

よりぬき魚類 大和屋 半蔵

広東名菜 赤坂璃宮

赤坂 アプローズスクエア迎賓館

デリリウムカフェ レゼルブ

grigio la tavola

P.C.A. Pub Cardinal Akasaka

ざくろ

青山フラワーマーケット
［フラワーショップ］ ☎03-5574 -6177赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

送別会に欠かせない、花の贈りもの。

詳細やアレンジメントに関しましては店舗へお問い合わせください。

営業時間 〈月～金〉11：00～21：00 〈土・日・祝〉11：00～20：00

F L O W E R  G I F T

ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
飲放30分＋

3時間グレードアップのプレミアムコース！マイクやプロジェクターのご用意もできますので、大人数宴会にピッタリです！

大漁盛！歓送迎会コース（全9品） 5,000円（税込）

［和ダイニング］ ☎03-5545 -6873赤坂Bizタワー SHOPS&DINING B1

3時間飲み放題込み

ポイント会員
飲放30分＋DO-ZO

その他コース料金 4,500円／5,980円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

貸切、半貸切対応可能。充実のフリードリンク付きプラン。

北京ダック丸ごとプラン（全8品） 4,980円（税込）

［中国料理］ ☎03-5545 -6335赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

ポイント会員
飲放30分＋DRAGON RED RIVER

飲み放題あり 個室あり 貸切可 ランチ利用可 ランチ利用可飲み放題あり 貸切可

〈サービス料込み〉 2時間飲み放題別途 2,000円（税込）2.5時間飲み放題込み（L.O.2時間）〈チャージ料込み〉

メディアも注目のポルトガル料理。本場の味をぜひお楽しみください。※お席のご利用は2.5時間までとなります。

歓送迎会プラン（全5品） 5,500円（税込）

［ポルトガル料理］ ☎03-5545 -7735赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 1F

ポイント会員
飲放30分＋VILAMOURA

その他コース料金 5,000円（税込）

モダンな雰囲気の中で、最高に美味しいイタリア家庭料理がお召し上がりいただけます。※大皿でのご用意で
すので皆様でお取り分けください。

歓送迎会プラン（全8品） 4,000円（税込）

［イタリア料理］ ☎03-3582-3241赤坂Bizタワー SHOPS&DINING 2F

グラナータ

※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

記憶に残る16選
食べログ

記憶に残る16選
食べログ

1615

赤坂 上質さも気軽さも、バラエティー豊かなお店から選ぶ

※その他コースのサービス適用については、各店舗へお問い合わせください。

ご予約時にサービスご利用の旨をお伝えください。
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。

飲み放題30分延長サービス乾杯ドリンク人数分サービス
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。 
対象ドリンクは、各店舗にてご確認ください。本冊子掲載コースご注文の方にサービス！
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［和食］ ☎03-3595 -3088霞ダイニング 霞が関ビルディング 1F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり

その他コース料金 5,700円／6,500円／7,500円（各税込）【2時間飲み放題込み】

その他コース料金 3,760円／4,260円（各税込）【2時間飲み放題込み】

［チャーハン、坦々麺、牛料理］ ☎03-6457-9887霞ダイニング 霞が関ビルディング 1F

飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可

その他コース料金 4,320円（税込）【2時間飲み放題込み】

［中国料理］ ☎03-3501-3222霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 3F

その他コース料金 5,400円／8,640円／10,800円／12,960円（各税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可

貸切可

［上海レストラン＆バー］ ☎03-3503 -4370霞ダイニング 霞が関ビルディング 1F

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可

その他コース料金 2,160円／3,240円／5,400円／6,480円（各税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 貸切可

［バンコク バール］ ☎03-3595 -1155霞ダイニング 霞が関ビルディング 1F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可

当日予約可

貸切可

その他コース料金 14,580円／15,660円（各税込）

当日予約可 個室あり ランチ利用可

ランチ利用可

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや

新橋チャーハン王～肉Bar～

中国料理 頤和園

上海レストラン＆バー 檸檬

Sukhumvit Soi 39

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可

その他コース料金 6,500円（税込）【2時間飲み放題込み】

［バール＆レストラン］ ☎03-6206 -1011霞ダイニング 霞が関ビルディング 1F

BARBARA自慢のオツマミを中心にお楽しみ頂けます。

BARBARA歓送迎会プラン 5,000円（税込）

［ベルギービール カフェ］ ☎03-3501-3181霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 1F

飲み放題にはビール 3 種のほかにワイン10 種、カクテル、ウィスキー、焼酎、計 40 種と様々なニーズに対応可能
なコースです。別途 500 円（税込）でムール貝をご提供。※各種プラン飲み放題の時間はお問い合わせください。

豪快！丸鷄のオーブン焼きがメインのベルギービール歓送迎会コース（全6品） 5,000円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 4,000円／6,000円／7,000円（各税込）【1.5時間飲み放題込み】

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり

その他コース料金 5,000円／8,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり ランチ利用可

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり ランチ利用可

その他コース料金 6,000円／7,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可

その他コース料金 4,300円／5,000円／5,500円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】 その他コース料金 3,000円／5,000円（各税込）

2時間飲み放題込み（L.O.105分） 

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可

その他コース料金 4,500円／5,500円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.105分）】

1.5時間飲み放題込み

2.5時間飲み放題込み（L.O.2時間）

〈チャージ料込み〉 6,500円コースは日本酒（グランドメニュー）も全て飲み放題のプレミアム飲み放題

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間） 

歓送迎会特別コース（全8品） 
5,000円（税込）

飲み放題付きのお得なコース！新鮮な旬の素材と贅沢な
味わい。我が家で粋な宴をどうぞお楽しみください。

2時間飲み放題込み 2時間飲み放題別途 1,620円（税込）

霞ヶ関コース（全8品） 
4,320円（税込）

お一人様にフカヒレの姿煮が1個付きます。7～20名様完全個
室で優雅に歓送迎会をお楽しみください！（4名様より承ります）

肉Bar 中級編（全7品） 
5,400円（税込）

肉Barおすすめの肉料理をメインにお酒に合うコースを
ご用意しました！シメはチャーハンで。

2時間飲み放題込み

2時間飲み放題込み 2時間飲み放題込み

2時間飲み放題別途 1,600円（税込）

イサーンコース（全8品） 
3,000円（税込）

タイ人シェフが作る本場タイ料理コース。どのメニューも甘
味・辛味・酸味とハーブの絶妙なバランスがくせになります。

［居酒屋］ ☎03-3508 -8500霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 2F

焼酎・黒豚 芋蔵

もつ鍋コース（全9品）
5,000円（税込）

国産牛もつを芋蔵自慢の出汁で！ 飲み放題の焼酎は50
種以上ございます。

［和食］ ☎03-5511-6060霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 2F

鮮魚 銀シャリ ほっこり

霞ヶ関コース（全10品）
6,000円（税込）

当店自慢のお造りをはじめ、メインは豚肉と季節の魚が
入った贅沢なせいろ蒸しをご提供。

［ジャパニーズ・バール］ ☎03-3501-0877霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 2F

食堂BAR カスミガセキ

チーズタッカルビコース（全8品）
4,500円（税込）

鶏肉とお野菜をピリ辛タレと濃厚なチーズで絡めてお召
し上がりください！

〈サービス料込み〉2時間飲み放題別途 2,000円（税込）

［イタリアンダイニング］ ☎03-3539 -3539霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 3F

RISTORANTE di HOKKAIDO Mia Angela

ミアスペシャルプラン（全18品）
4,000円（税込）

一番人気！北海道素材を満喫する充実のコース！ 

2時間飲み放題込み

2時間飲み放題込み

2時間飲み放題別途 2,160円（税込）

食材を重視した総料理長
特別コース（全8品） 6,480円（税込）

本格中華の味を守り続けて創業半世紀。伝統料理とヌー
ベルシノワをリーズナブルな価格でご堪能いただけます。
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ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
飲放30分＋

ポイント会員
飲放30分＋

BARBARA market place 325 KASUMIGASEKI
［カフェ＆バー］ ☎03-3580 -6525霞ダイニング 霞が関ビルディング 1F

プロント名物のパスタとピザも食べられるボリューミーなコースです！※各コース4名様から予約可能です。

スタンダードコース（全7品） 2,960円（税込）

喫煙席あり 飲み放題あり 貸切可

PRONTO IL BAR

［居酒屋］ ☎03-3504 -0771霞ダイニング 霞が関ビルディング 1F

串揚げの盛合せや名物牛すじ豆腐煮を含めた盛りだくさんなコースです。※品数は変動する場合がございます。

宴会コース（全6品） 3,844円（税込）

くしや 霞が関店

〈サービス料別途10％〉

［ステーキハウス］ ☎03-3501-0822霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 1F

熟成USフィレと季節の新鮮食材を使ったボリュームたっぷりのおすすめコースです！

熟成USフィレ 6oz（170g）コース（全6品） 11,340円（税込）

RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE

Délirium Café Tokyo
［ジャパニーズレストラン バー］ ☎03-3501-1811霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 1F

SAKE bistro Ｗ

5種の肉料理とお野菜をバランス良く組み合わせました。前菜盛り合せとパスタ、デザートを加え全10品。
飲み放題は60種、ノンアルコールカクテルもございます。

肉尽くしでパーティー 肉ビストロコース（全10品） 5,000円（税込）

※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

記憶に残る16選
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記憶に残る16選
食べログ

第一園芸

“おつかれさま”をお花に込めて

様々な用途に応じて旬の生花を使った花束のアレンジがオーダーできます。

営業時間 〈月～金〉10：00～19：00 〈土・日・祝〉休

F L O W E R  G I F T

［生花］ ☎03-3581-9128霞ダイニング 東京倶楽部ビルディング 2F

霞が関 この場所でしか味わえない贅沢なひとときを

※その他コースのサービス適用については、各店舗へお問い合わせください。

ご予約時にサービスご利用の旨をお伝えください。
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。

飲み放題30分延長サービス乾杯ドリンク人数分サービス
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。 
対象ドリンクは、各店舗にてご確認ください。本冊子掲載コースご注文の方にサービス！
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 4/27（金）

まで

このアイコンが目印 このアイコンが目印

三井ショッピングパークカード会員 ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
飲放30分＋

1817

予算別に探せる！
見つかる！

「2018歓送迎会」ウェブサイトはこちら
https://tabelog.com/tieup/main/31urban_182/

タイアップ企画
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［バー・カフェ］ ☎03-5817-4440御徒町吉池本店ビル 8F

その他コース料金 2,700円（税込）

その他コース料金 4,500円／5,500円（各税込）

飲み放題あり

［カフェ＆ダイニング］ ☎03-5367-5666新宿中村屋ビル 7F

飲み放題あり 個室あり

その他コース料金  6,000円／8,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

［肉イタリアン］ ☎03-6272-9670飯田橋サクラテラス 2F

その他コース料金 6,480円（税込）

当日予約可 個室あり 貸切可

Luceコース（全8品） 4,104円（税込）

直輸入の生ハムなど本格イタリアンの味をリーズナブルにお
楽しみいただけます。ワインと合わせてどうぞ！※内容は人数
などにより異なります。※店内の真ん中に位置する広々とし
た大理石のテーブル限定、幹事様無料。（11名から13名様）

［イタリア料理とワイン］ ☎03-6272-5937飯田橋サクラテラス 2F

飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

〈チャージ料540円（税込）〉
1.5時間飲み放題別途 1,944円（税込）/
別途1,080円（税込）で飲み放題1時間延長

その他コース料金 5,000円／8,000円（各税込）【飲み放題込み※時間は店舗へお問い合わせください。】

喫煙席あり 飲み放題あり 貸切可

［洋食］ ☎03-6803 -2777御徒町吉池本店ビル 8F

飲み放題あり 貸切可

［和食・洋食・寿司・酒］ ☎03-3836 -0445御徒町吉池本店ビル 9F

飲み放題あり 個室あり ランチ利用可

［牡蠣系魚介ビストロ］ ☎03-6261-5958飯田橋サクラテラス 2F

その他コース料金 3,800円／4,300円／4,800円（各税込）【飲み放題込み※時間は店舗へお問い合わせください。】

喫煙席あり 飲み放題あり 個室あり 貸切可

［カフェ＆レストラン］ ☎03-3239 -3777飯田橋サクラテラス 2F

その他コース料金 4,860円（税込）【2時間飲み放題込み】

飲み放題あり 貸切可

［魚系居酒屋］ ☎03-6261-5991飯田橋サクラテラス 3F

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

［明太子・九州料理］ ☎03-5212-8080飯田橋サクラテラス 3F

その他コース料金 3,500円／5,000円（各税込）

喫煙席あり 当日予約可 貸切可

［中華料理］ ☎03-3834 -1565御徒町吉池本店ビル 8F

特製の石鍋麻婆豆腐も付いています。

ロンフー宴会コース（全7品） 4,000円（税込）
2.5時間飲み放題込み

飲み放題あり 貸切可

その他コース料金 3,000円／5,000円（各税込）【2.5時間飲み放題込み】

［韓国料理］ ☎03-5817-4123御徒町吉池本店ビル 8F

人気の韓国料理を一度に味わえる盛りだくさんの贅沢コース。飲み放題はビールの他にマッコリなどもご用意して
います！※4名様以上のご宴会とさせていただきます。※他サービス・割引券との併用はできません。

韓美膳 カムサハムニダコース（全8品） 3,500円（税込）

飲み放題あり 当日予約可 貸切可 ランチ利用可

喫煙席あり 飲み放題あり 当日予約可 個室あり 貸切可 ランチ利用可

その他コース料金 4,600円／5,000円（各税込）【1.5時間飲み放題込み】

その他コース料金 3,480円／4,480円（各税込）【2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）】

［中華料理］ ☎03-6261-5433飯田橋サクラテラス 3F

牛ハラミ、大エビ、小籠包など、お腹いっぱいお楽しみいただけます。

歓送迎会コース（全7品） 4,980円（税込）
2時間飲み放題込み

喫煙席あり 飲み放題あり 貸切可

その他コース料金 3,600円／4,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

［インド・タイ料理専門店］ ☎03-6272-9847飯田橋サクラテラス 3F

インドもタイも一緒に楽しめるディップパレスの「定番宴会」。アジアンデザートも付いた人気のコースです。

ディップパレス スタンダードプラン（全8品） 4,000円（税込）
2時間飲み放題込み

飲み放題あり 当日予約可 貸切可

その他コース料金 3,500円／3,800円／4,800円／5,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間） 

2時間飲み放題別途 1,620円（税込）

パーティープラン（全7品） 
3,780円（税込）

名物肉盛りをはじめ、全7品が入ったお得で大満足なコー
スメニューです。

2時間飲み放題別途 1,620円（税込）

ハイグレードプラン（全5品） 
3,780円（税込）

当店自慢のお肉をたっぷり使った「肉づくし」コースです。

2時間飲み放題別途 1,500円（税込）

雪椿コース（全7品） 
3,500円（税込）

吉池ならではの新鮮な魚介と新潟の食材をお楽しみい
ただけるコースです。

ランブータンの人気メニュー
詰め合わせコース（全10品） 4,480円（税込）
　
ランブータンの人気メニューを詰め合わせ！好みに合わせ
て料理をお選び頂けます。当店のアジアン料理の数々をお
楽しみください。※2時間飲み放題は4名以上となります。

〈チャージ料込み〉 2時間飲み放題込み

春の宴コース（全8品） 
5,000円（税込）

　
魚介を中心とした旬の食材が味わえる、心躍るライン
ナップです。

2時間飲み放題込み〈サービス料込み〉〈チャージ料込み〉

ローストビーフコース（全8品） 
5,400円（税込）

　
当店のおすすめ、極上のローストビーフが楽しめる人気の
コースです。※ランチは別のコースをご用意しております。

〈チャージ料540円（税込）※ディナータイムのみ〉

〈桜〉パーティーコース（全9品） 
5,400円（税込）

春の野菜とコールドミート、ブレッドを盛り合わせた前菜プ
レートや帆立のソテーなど、多彩な料理をご提供。フレッ
シュなロゼワインとの相性も抜群です。

2時間飲み放題込み

特選コース（全10品） 
5,300円（税込）

ふっくら焼いた極上の干物をはじめ、漁港直送の鮮魚を
新鮮なまま味わえます。飲み放題も付いて断然お得！時
期によりメニュー内容が変わります。

2.5時間飲み放題込み

やまや「匠～たくみ～」（全9品） 
4,000円（税込）

　
人気メニューを堪能できるこだわりのコース。やまやの
明太子がお土産で付きます。

〈サービス料込み〉

バーガー＆パブ シュッシュポポン

CAFE RAMBUTAN

trattoria Gran Bocca

Luccollina

バルテラス マゼル せんば自由軒 御徒町店

吉池食堂

［カフェ・バー・ダイニング］ ☎03-6261-5460飯田橋サクラテラス 2F

飲み放題あり 貸切可

［オリエンタルダイニング］ ☎03-5362-3553新宿中村屋ビル 6F

厚切りハラミグリルのアロハ
テーブルコース（全11品） 3,980円（税込）
　
メインは人気のハラミグリル！ビールやワイン、トロピカ
ルカクテルが飲み放題！

2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間） 

名物！枡いくら飯と活け〆オマール海老の
鬼殻焼きコース（全9品） 6,300円（税込）

新名物のいくらたっぷり枡いくら飯は絶品。デザートも
大人気のフォンダンショコラ付き！

1.5時間飲み放題込み

ALOHA TABLE

KICHIRI MOLLIS

牡蠣ビストロ 貝殻荘

Royal Garden Cafe

炭火焼干物食堂 越後屋亀丸 博多もつ鍋 やまや

元祖餃子舗 珉珉

ロンフーダイニング

Dippalace
［焼肉］ ☎03-5212-2941飯田橋サクラテラス 3F

黒毛和牛のカルビやロースを中心に上質なお肉をお腹いっぱい味わえる、食べ応えのあるコースです。

満足コース（全13品） 6,000円（税込）
2時間飲み放題込み（L.O.1.5時間）

焼肉本舗 ぴゅあ

ポイント会員
飲放30分＋

［インド・タイ料理専門店］ ☎03-3834 -0575御徒町吉池本店ビル 8F

インドもタイも一緒に楽しめるディップパレスの「定番宴会」。アジアンデザートも付いた人気のコースです。

ディップパレス スタンダードプラン（全8品） 4,000円（税込）
2時間飲み放題込み

飲み放題あり 当日予約可 貸切可

その他コース料金 3,500円／3,800円／4,800円／5,000円（各税込）【2時間飲み放題込み】

Dippalace

韓美膳

※写真はイメージです。※掲載価格は、消費税（本体価格の8％）を含んだ総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※仕入れや店舗都合により、予告なくコースやサービス内容、対象期間が変更されることがございます。あらかじめご了承ください。　※コースの対応可能な人数については各店舗にお問い合わせください。

記憶に残る16選
食べログ

御徒町・新宿・飯田橋 魅力がいっぱいのお店で、
どなたでも大満足の乾杯を

※その他コースのサービス適用については、各店舗へお問い合わせください。

ご予約時にサービスご利用の旨をお伝えください。
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。

飲み放題30分延長サービス乾杯ドリンク人数分サービス
宴会当日に三井ショッピングパークカードをご提示ください。 
対象ドリンクは、各店舗にてご確認ください。本冊子掲載コースご注文の方にサービス！

2018
 4/27（金）

まで

このアイコンが目印 このアイコンが目印

三井ショッピングパークカード会員 ポイント会員
乾杯サービス

ポイント会員
飲放30分＋

2019

記憶に残る16選
食べログ

記憶に残る16選
食べログ
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