新年会特集 −東京エリア−

新年会おすすめプラン
表記内容に関するご注意

各プランの詳細およびご予約方法につきましては、各店 HP をご覧ください。一部のプランは各種優待・割引の対象外となっております。
記載の価格は、税金やサービス料を含む総額となります。

西麻布・六本木エリア
オーベルジュ・ド・リル トーキョー

六本木｜フランス料理

■ プラン 4 名様～

ランチ限定個室プラン ¥12,500( 総額 )
ランチ・ディナー共通個室プラン ¥24,200( 総額 ) 、¥29,700( 総額 ) 、¥36,300( 総額 )
※特別プランのため、各種割引対象外となります

詳しくはこちら ▶

六本木｜東京ミッドタウン 4F｜フランス料理

■ プラン 4名様～16名様

接待

記念日

個室

駅近

ランチ・ディナー共通
個室ベーシックプラン
（シャンパン1杯付き） ¥14,520(総額)
個室ペアリングワインプラン ¥19,360(総額)、
プレミアム ¥25,410(総額)

〈個室ペアリングワインプラン ¥19,360 の内容〉
お料理 プティサレ、冷前菜、温前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー、小菓子
（シャンパン、白ワイン、赤ワイン各1杯）
（ノンアルコールも対応可）
お飲物 料理に合わせたデギュスタシオン

ご予約・お問い合わせ

TEL.03-5413-3282
詳しくはこちら ▶

六本木｜国立新美術館 3F｜フランス料理

■ プラン 4 名様～ 10 名様

プランA
プランB

個室

TEL.03-5785-8880

ランチ限定
個室 平日限定 Basicランチプラン ￥7,260 (総額)
個室会食ランチプラン
（シャンパン1杯&フリードリンク付き）
￥15,730(総額)

ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ

記念日

ご予約・お問い合わせ

〈ランチ・ディナー共通個室プラン ¥24,200の内容〉
お料理 アミューズ ブーシュ、前菜、魚料理、肉料理、季節のデザート、小菓子、
コーヒー
お飲物 乾杯酒 1 杯 &2 時間フリードリンク

フィリップ・ミル 東京

接待

駅近

¥8,800( 総額 )
¥12,000( 総額 )

〈プランA ¥8,800の内容〉
お料理 前菜・魚料理・肉料理・デザート
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯＆1.5 時間フリードリンク

記念日

ご予約・お問い合わせ

TEL.03-5770-8161
詳しくはこちら ▶

銀座・日本橋・丸の内エリア
アルジェント

銀座｜ZOE 銀座 8F・9F｜フランス料理

プラン 4 名様～ 20 名様

平日限定・忘新年会ディナープラン ¥17,000（ 総額）
忘新年会ディナープラン ￥22,000（ 総額）

※特別プランのため、各種割引対象外となります（ポイントカードのポイント付与・使用も対象外）
※対象期間：12 月1 日～ 2023 年 1 月22 日（ 12 月23 日～ 25 日及び 12 月30 日～ 2023 年 1 月6 日は対象期間外）

〈 忘新年会ディナープラン ￥22,000の内容〉
お料理 プティサレ、前菜、前菜、魚料理、肉料理、季節のデザート、
コーヒー、小菓子
（ノンアルコールも対応可）
白・赤ワイン 各1本（ご予約人数に応じて、ご用意する本数は異なります）
お飲物 乾杯酒 お1人様1杯、

接待

記念日

個室

駅近
ご予約・お問い合わせ

TEL.03-5524-1270
詳しくはこちら ▶

代官山 ASO チェレステ 日本橋店

日本橋｜日本橋三越新館 11F｜イタリア料理

■ プラン 3 名様～

記念日

グループプランB お料理 5 品 & 乾杯酒 1 杯付き ￥9,200（ 総額）～
グループプランC お料理 6 品 & 乾杯酒 1 杯付き ￥10,650（ 総額）～

個室

駅近

※ワインペアリング付きプランもあり

ご予約・お問い合わせ

〈 グループプランB お料理5品&乾杯酒1杯付き ￥9,200の内容〉
お料理 小前菜、前菜、パスタ、肉料理、デザート、
コーヒー
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯（ノンアルコールも対応可）

TEL.03-3243-1820
詳しくはこちら ▶

サンス・エ・サヴール

丸の内｜丸ビル 35F｜フランス料理

■ プラン 6 名様～

忘・新年会プラン ¥18,000（ 総額）

※対象期間：12 月1 日～ 1 月30 日
※特別プランのため、各種割引対象外となります

〈 忘・新年会プラン ¥18,000の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、
デザート、小菓子、
コーヒー
ワインペアリング3杯（ノンアルコールも対応可）※フリードリンクに変更も可能です
お飲物 乾杯酒1杯、

ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座

夜景

接待

個室

駅近

記念日

ご予約・お問い合わせ

TEL.03-5220-2701
詳しくはこちら ▶

銀座｜マロニエゲート銀座 1 10F｜フランス料理

■ プラン 4 名様～

GourmetプランB ￥8,800（ 総額）
GourmetプランC ￥11,000（ 総額）
〈 Gourme tプランB ¥8,800の内容〉
お料理 前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯＆2 時間フリードリンク

夜景

記念日

個室

駅近
ご予約・お問い合わせ

TEL.03-5159-0321
詳しくはこちら ▶

ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京
■ プラン 4 名様～

グループプランA ￥8,800（ 総額）
グループプランB ￥11,000（ 総額）
〈 グループプランB ¥11,000の内容〉
お料理 前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯＆2 時間フリードリンク

丸の内｜大丸東京 12F｜フランス料理
夜景

記念日

駅近

ご予約・お問い合わせ

TEL.03-5218-2211
詳しくはこちら ▶

代官山エリア
リストランテASO
■ プラン 2 名様～

プレミアム：フリーフロー ¥15,000（ 総額）
プレミアム：ペアリング ¥20,000（ 総額）
プレミアム：フルペアリング ¥30,000（ 総額）

※「プレミアム：フルペアリングプラン」以外は、各種割引対象外となります

〈プレミアム：ペアリングプラン ¥20,000の内容〉
お料理 前菜、パスタ、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー、小菓子
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯、白ワイン2 種、赤ワイン2 種（ノンアルコールも対応可）

メゾン ポール・ボキューズ
■ プラン 2 名様～

ペアリング付き 冬の美食プラン ¥24,200（ 総額）

代官山｜イタリア料理
接待

記念日

個室

ご予約・お問い合わせ

TEL.03-3770-3690
詳しくはこちら ▶

代官山｜フランス料理
接待

記念日

個室

※ディナーのみご利用いただけます
※対象期間：2023 年 1 月7 日～ 2 月28 日

〈 ペアリング付き 冬の美食プラン ¥24,200の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、
デザートワゴン、
コーヒー
お飲物 ソムリエ厳選ワインペアリング4杯（ノンアルコールも対応可）
※9名様以上はデザートワゴンではなく、
アシェットデセールとなりますので予めご了承ください。

ご予約・お問い合わせ

TEL.03-5458-6324
詳しくはこちら ▶

新年会特集 −他エリア−

新年会おすすめプラン
表記内容に関するご注意

各プランの詳細およびご予約方法につきましては、各店 HP をご覧ください。一部のプランは各種優待・割引の対象外となっております。
記載の価格は、税金やサービス料を含む総額となります。

札幌
レストラン MINAMI

札幌・駅前通｜赤れんがテラス 4F｜フランス料理

■ プラン 4 名様～

接待

パーティプランA ¥12,000（ 総額）
パーティプランB ¥15,000（ 総額）

記念日

個室

駅近

※特別プランのため、各種割引の対象外となります

ご予約・お問い合わせ

〈 パーティプランA ¥12,000の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー
お飲物 2 時間フリードリンクク

TEL.011-252-3471
詳しくはこちら ▶

オーベルジュ・ド・リル サッポロ

札幌・円山｜フランス料理

■ プラン 10 名様～

接待

平日 1 日 1 組限定 忘新年会プラン ¥12,100（ 総額）

記念日

個室

※特別プランのため、各種割引の対象外となります

〈 平日1日1組限定 忘新年会 ¥12,100の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー、小菓子
お飲物 2 時間フリードリンク
※ +1,210 円（税サ込）で乾杯用スパークリングワイン1 杯追加可

ご予約・お問い合わせ

TEL.011-632-7810
詳しくはこちら ▶

金沢
ジャルダン ポール・ボキューズ

金沢・広坂｜しいのき迎賓館 2F｜フランス料理

■ プラン 6 名様～

接待

忘・新年会プラン
（乾杯酒＆フリードリンク付）

記念日

個室

A ¥10,000（ 総額）、B ¥12,000（ 総額）、C ¥15,000（ 総額）、D ¥20,000（ 総額）
※個室もございます。
ご希望の際はご予約時にお問い合わせください
※ 20 名様以上でのご利用は割引対象外とさせていただきます

〈 忘・新年会プランC ¥15,000の内容〉
お料理 プティサレ、
アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、デザート、食後のお飲物、小菓子
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯＆2 時間フリードリンク

ご予約・お問い合わせ

TEL.076-261-1161
詳しくはこちら ▶

名古屋
オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ

名古屋・名駅｜ミッドランドスクエア 42F｜フランス料理

■ プラン 2 名様～

忘・新年会プラン
（乾杯酒 1 杯 &フリードリンク付き）¥18,000（ 総額）

記念日

駅近

※対象期間：11 月7 日～ 2023 年 1 月31 日（ 12 月22 ～ 25 日は対象期間外）
※特別プランのため、各種割引の対象外となります

〈 忘・新年会プラン
（乾杯酒 1 杯 &フリードリンク付き）¥18,000の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、
プレデザート、デザート、
コーヒー、小菓子
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯＆2.5 時間フリードリンク

ご予約・お問い合わせ

TEL.052-527-8880
詳しくはこちら ▶

大阪・京都
ラ・フェット ひらまつ

大阪｜中之島フェスティバルタワー37F｜フランス料理

■ プラン 20名様～

A コース ランチ限定 全4品&ドリンク1杯付き￥6,500（総額）
B コース ランチ限定 全5品&ドリンク1杯付き￥8,500（総額）
C コース 全5品&フリードリンク付き￥13,000（総額）
D コース 全5品（Cコースより食材グレードアップ）&フリードリンク付き￥15,000（総額）
E コース 全5品（メイン牛肉）&フリードリンク付き￥18,000（総額）

接待

個室

駅近

記念日

ご予約・お問い合わせ

〈 Cコース ¥13,000の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー、小菓子
お飲物 2 時間フリードリンク

リストランテ ル・ミディ ひらまつ

夜景

TEL.06-6233-1139
詳しくはこちら ▶

大阪｜ハービス PLAZA ENT 1F｜イタリア料理

■ プラン 2 名様～

接待

忘新年会ペアリングプランA ¥15,000（ 総額）
忘新年会ペアリングプランB ¥20,000（ 総額）

記念日

個室

駅近

※ランチ・ディナー共にご利用いただけます
※対象期間：～ 2023 年 1 月31 日
※特別プランのため、各種割引対象外となります

〈忘新年会ペアリングプランA ¥20,000の内容〉
お料理 前菜、パスタ、魚料理、肉料理、デザート
お飲物 スパークリングワイン、白ワイン2種、赤ワインをお料理に合わせ1杯ずつ（ノンアルコールも対応可）

レストランひらまつ 高台寺

ご予約・お問い合わせ

TEL.06-4797-7681
詳しくはこちら ▶

京都・東山｜フランス料理

■ コース 2 名様～

接待

ランチコース Plaisir【平日限定】¥6,050（ 総額）～
ディナーコース Nouveau ¥18,150（ 総額）～
※ 12 名様以上の場合はサロンスペースの貸切も可能です

記念日

個室

ご予約・お問い合わせ

〈 ディナーコース Nouveau ¥18,150の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー、小菓子
お飲物 応相談（ご予算に合わせてご提案します）

TEL.075-533-6063
詳しくはこちら ▶

福岡
レストランひらまつ 博多

福岡・中洲川端｜博多リバレイン 2F｜フランス料理

■ プラン 4 名様～

平日限定 忘新年会プラン ¥15,000（ 総額）

接待

記念日

個室

※特別プランのため、各種割引対象外となります

〈平日限定 忘新年会プラン ¥15,000 の内容〉
お料理 プティサレ、
アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、デザート、
コーヒー、小菓子
『蔵出しワイン』の 2 時間フリードリンク
お飲物 乾杯用スパークリングワイン1 杯＆

ご予約・お問い合わせ

TEL.092-263-6231
詳しくはこちら ▶

リストランテKubotsu
■ プラン 2 名様～

忘新年会ランチプラン ¥12,430（ 総額）
忘新年会プレミアムランチプラン ¥22,374（ 総額）
忘新年会ディナープラン ¥22,374（ 総額）
忘新年会プレミアムディナープラン ¥37.290（ 総額）

※対象期間：12 月1 日～ 2023 年 1 月31 日（ 12 月23 ～ 25 日は対象期間外）

〈忘新年会ディナープラン ¥22,374の内容〉
お料理 アミューズ、前菜、パスタ、魚料理、
メイン料理、デザート、
コーヒー、小菓子
お飲物 スパークリングワイン付きフリードリンク

福岡・天神｜レソラ天神 4F｜イタリア料理
夜景

記念日

個室

駅近

ご予約・お問い合わせ

TEL.092-724-0600
詳しくはこちら ▶

