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6,500円20名様～1名様



￥6,500 プラン
パーティーサンドイッチ

スモークサーモン  レモンとケッパー添え

キノコとエスカルゴのアヒージョ風
サワラの照り焼き  グリル野菜添え
野菜のレッドカレーとバターライス

コーヒー

自家製栗ニョッキのクリーム煮
わかさぎのエスカベッシュ

ケークサレ

フリードリンク

ひとくちケーキ

￥8,500 プラン
パーティーサンドイッチ

スモークサーモン  レモンとケッパー添え

キノコとエスカルゴのアヒージョ風
サワラの照り焼き  グリル野菜添え
ミックスフライ  タルタルソース添え

コーヒー

自家製栗ニョッキのクリーム煮
キノコのタルトフランベ

ひとくちケーキ

フリードリンク

ひとくち和菓子

わかさぎのエスカベッシュ

季節のフルーツ
チキンカレーとバターライス

￥10,000 プラン
スモークサーモン  レモンとケッパー添え

ラヴィオリの特製トマトソース
サワラの照り焼き  グリル野菜添え

帝国ホテル特製ビーフシチュー  ヌードル添え

コーヒー

キノコとエスカルゴのアヒージョ風

アンガス牛のロースト  西京味噌風味

ひとくちケーキ

フリードリンク

ひとくち和菓子

わかさぎのエスカベッシュ

チーズ盛合わせ

季節のフルーツ

コールドミート盛合わせ

チキンカレーとバターライス

Menu

・6,500 円プラン  ：乾杯用スパークリングワイン、ビール、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク
                   （お一人様＋500円で焼酎をご用意）

ブフェ（立食形式）、フリードリンク、室料、消費税、サービス料込みのお得なプラン
◆フリードリンク内容

・8,500 円プラン  ：乾杯用スパークリングワイン、ビール、ワイン、ウィスキー、焼酎、ソフトドリンク
・10,000 円プラン ：乾杯用シャンパン、ビール、ワイン、ウィスキー、焼酎、スペシャルドリンク、ソフトドリンク

スペシャルドリンク…ジントニック･カンパリソーダ･キューバリバーより１アイテムをフリードリンクにてご用意いたします。
（ドリンク種類はおまかせとなります。）

オプション
※お一人様＋1000 円で焼酎「森伊蔵」をフリードリンクアイテムに追加！
※お一人様＋500円で着席ブフェに変更！！！
（お部屋の空き状況によりご案内できない場合もございます）

ご予約・お問合せ 

( 会議室担当 / 平日 9:00 ～ 17:00）
03-5221-904003-5221-9040

・ガラス棟会議室単独でのご利用に限らせていただきます。
・ご利用の 2 か月前の月の第一営業日から 2 週間前までにお申し込みください。
・ご利用時間は 2 時間までとさせていただきます。
・お支払いは当日現金、クレジットカード、または後日お振込みにて申し受けます。
・人数のご変更はご利用 3 日前までにご連絡ください。（土日祝除く）
・本プランでは食材等によるアレルギー対応メニューへの変更は致しかねます。
・食材手配の都合によりメニューが変更になる場合がございます。
・飲食のお持ち帰りはお断りさせていただきます。
・本パーティープランは、ご利用人数を 20 名様～とさせていただきます。
・表示料金は全て税・サ込の料金となっております。

ご利用条件

カジュアル
パーティー
プラン 10名様～

1名様 4,000円1名様 4,000円

カジュアル
パーティー
プラン 10名様～

こんな
プランも

あるよ! チーズとクラッカー
グリーンサラダ

一口ピザとポテトフライ
ケークサレ
コーヒー

和風チキン南蛮
昔ながらのナポリタン

フリードリンク

Menu

ビール、ワイン、ソフトドリンク

ブフェ（立食形式）、フリードリンク、室料、消費税、
サービス料込みのお得なプラン

◆フリードリンク内容

オプション

※お一人様＋1000 円で焼酎「森伊蔵」をフリードリンクアイテムに追加！！！
※お一人様＋500円で着席ブフェに変更！！！！

（お部屋の空き状況によりご案内できない場合もございます）

※お一人様＋500円で焼酎またはウィスキーをフリードリンクアイテムに追加！！
※お一人様＋500円で乾杯用スパークリングワインまたは季節のスイーツをご用意！

全プラン乾杯用ドリンク付き全プラン乾杯用ドリンク付き



1 !!名様6,500円 20名様～

冬冬の
 東京国際フォーラム×帝国ホテル presents　　　　ガラス棟会議室単独ご利用

1 !!名様6,500円 20名様～

12月～2月限定12月～2月限定



・ガラス棟会議室単独でのご利用に限らせていただきます。
・ご利用の 2 か月前の月の第一営業日から 2 週間前までにお申し込みください。
・ご利用時間は 2 時間までとさせていただきます。
・お支払いは当日現金、クレジットカード、または後日お振込みにて申し受けます。
・人数のご変更はご利用 3 日前までにご連絡ください。（土日祝除く）
・本プランでは食材等によるアレルギー対応メニューへの変更は致しかねます。
・食材手配の都合によりメニューが変更になる場合がございます。
・飲食のお持ち帰りはお断りさせていただきます。
・本パーティープランは、ご利用人数を 20 名様～とさせていただきます。
・表示料金は全て税・サ込の料金となっております。

ご利用
条件

カジュアル
パーティー
プラン 10名様～

1名様 4,000円1名様 4,000円

カジュアル
パーティー
プラン 10名様～

チーズとクラッカー
グリーンサラダ

一口ピザとポテトフライ
ケークサレ
コーヒー

和風チキン南蛮
昔ながらのナポリタン

フリードリンク

Menu

￥6,500 プラン
パーティーサンドイッチ

スモークサーモン  レモンとケッパー添え

チキンマカロニグラタン
ポークリエットと彩野菜　ヌードル添え

チキンカレーとバターライス

コーヒー

真鯛のポワレ　ブイヤベース仕立て
コールドミート盛り合わせ

ケークサレ

フリードリンク

ひとくちケーキ

￥8,500 プラン
パーティーサンドイッチ

スモークサーモン  レモンとケッパー添え

真鯛のポワレ　ブイヤベース仕立て
チキンマカロニグラタン

ローストチキンと北海道産インカのめざめ

コーヒー

コールドミート盛り合わせ

フライ盛り合わせ
（小海老・アランチーニ・カニクリームコロッケ）

フリードリンク

季節のフルーツ

紅ズワイ蟹のタルトフランベ

ポークカレーとターメリックライス

ひとくち和菓子
ひとくちケーキ

・6,500 円プラン  ：乾杯用スパークリングワイン、ビール、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク
　　　　　　　　　（お一人様＋500 円で焼酎をご用意）

◆フリードリンク内容

・8,500 円プラン  ：乾杯用スパークリングワイン、ビール、ワイン、ウィスキー、焼酎、ソフトドリンク

・10,000 円プラン ：乾杯用シャンパン、ビール、ワイン、ウィスキー、焼酎、スペシャルドリンク、ソフトドリンク

オプション

￥10,000 プラン
パーティーサンドイッチ

スモークサーモン  レモンとケッパー添え

真鯛のポワレ　ブイヤベース仕立て
シーフードマカロニグラタン

ミネストローネスープとカルナローニ米を雑炊風で召し上がれ

コーヒー

コールドミート・パテ・生ハムの盛り合わせ

ローストチキンと北海道産インカのめざめ

フリードリンク

季節のフルーツ

紅ズワイ蟹のタルトフランベ

ビーフカレーとバターライス

ひとくち和菓子
ひとくちケーキ

帝国ホテル特製ビーフシチュー　ヌードル添え

12月 ブッシュドノエル1 本プレゼント  

1月 日本酒「獺祭」（720ml）1本プレゼント

2月 チョコレートカクテルをフリードリンクにプラス

期間限定プレゼント付 !!

＊お一人様＋1,000円で焼酎 森伊蔵が飲み放題に！
＊お一人様＋500 円で着席ブフェに変更！（お部屋の空き状況によりご案内出来ない場合もございます）
＊12月25日までのスペシャルオプション（10 日前までにお申込みください･お持帰りは出来ません）
　1本 8,000 円でブッシュドノエル（長さ 25cm サイズ）追加！
＊２月のスペシャルオプション
  チョコレートカクテルを「帝国ホテルチョコレートBOX（40ピース入）1箱」に変更！

Menu

こちらも好評販売中♪

ご予約・お問合せ ( 会議室担当 / 平日 9:00 ～ 17:00）03-5221-9040

※イメージ写真

ブフェ （立食形式）、 フリードリンク、 室料、 消費税、 サービス料込みのお得なプラン

（12/25 まで）

( スペシャルドリンク・ジントニック・カンパリソーダ・キューバリバーより 1 アイテムをフリードリンクにてご用意）


	秋のパーティープラン
	冬のパーティープラン

