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東京ガーデンパレスインフォメーション

8月20日（火）～10月18日（金）

17：00 ～ 21：30　（ラストオーダー 20：00）
11：00 ～ 15：00　（ラストオーダー 13：30）
17：00 ～ 21：30　（ラストオーダー 20：00）

サーロインステーキ食べ放題 90
　　分

2,300円（小学生）
小　人3,900円大　人 4,980円大　人

TEL.03-3813-6237（直通）   受付時間 10：00～18：00お問合せ先  営業課

※すべての料金は税金・サービス料が含まれております。  ※椅子の移動はご遠慮ください。 
※チャペル内・チャペル控室でのご飲食はご遠慮ください。

※料金は税金・サービス料が含まれております。
※天候によっては眺望が優れない場合がございます。

チャペル de 演奏会プラン

ナイスビュー眺望プラン

～幻想的なお茶の水ホワイトチャペルホールで合唱・発表会や演奏会を～

・時間延長 1時間につき　　　 10,800 円

・チャペル控室料 1時間につき 　3,240 円

・グランドピアノ 　　　　　　29,700 円

・ピアノ調律　　　　　　　　 24,840 円

・機材の持込可

●2時間＋リハーサル 1時間　●72名（着席）収容可能

料金

プラン詳細・備品料金

夏の宴会プラン
TOKYO GARDEN PALACE
SUMMER PARTY PLAN

6月1日（土）～8月31日（土）　
プラン料金（1名様）※各プラン 5 名様より承ります。※ブッフェスタイルは 15 名様より承ります。

お料理とドリンクのコースをお好みに合わせてお選びいただける宴会プランをご用意いたしました。

チャペル使用料
別途宴会のご利用がある場合 20% OFF

《プラン特典》会場使用料（2 時間）サービス

特 典

おひとり様500円で右記オプション
よりおひとつお選びいただけます。

ビール /ウィスキー /ウーロン茶 /
オレンジジュース

プラス500円でさらに生ビール・
日本酒・焼酎（麦・芋）・ワイン（赤・白）
が飲み放題となります。

フリードリンク

ワンコインオプション
デザート

ボリューム
アップ30分延長

利用時間

日・月・火曜日は＋500円が

無料で
ドリンクアップ！

ステーキ
食べ放題
ステーキ
食べ放題
ステーキ
食べ放題

平    日

土日祝

※①②のセットは、スープ・サラダ・ライス付
※ソフトドリンクバー追加料金は、大人 500 円　小人（小学生）200 円
※料金には消費税が含まれております。　
※お支払いには「私学共済永年勤続直営施設利用優待券」
   もご利用いただけます。  ※オーダーストップはスタートより 60 分後とな
   ります。  ※イベント開催時・貸切の際はご用意できない場合がございます。
   予めご了承くださいませ。  ※写真はイメージです。

①ステーキ食べ放題 ②ステーキ食べ放題＋飲み放題

生ビール、焼酎、ジントニック、カシスオレンジ、ソフトドリンクバー、コーヒー

飲み放題メニュー

日本テレビ「every」でも取り上げられた、大好評イベント「ステーキ食べ放題」を開催いたします。
期間限定イベントにつき、是非お早めにご予約頂きご賞味くださいませ。

少し遠くに、でも素敵に・・・

客室からの眺望が遠くまで見える高層階部屋のプラン。

1名様でもゆっくり、2名様のカップルにはお勧めです♪

洋食・中華ブッフェ＋フリードリンク

6,500円プランA

洋食コース /和食会席 /洋食・中華ブッフェ
＋フリードリンク

洋食コース /和食会席 /和洋会席 /
洋食・中華ブッフェ /和洋中ブッフェ＋フリードリンク

7,500円プランB 8,500円プランC

※各プラン 5 名様より（ブッフェスタイルは15名様より承ります。）  ※プランは 2時間制です。2時間を超える場合は所定の延長料金を頂戴いたします。
※料金には料理、ドリンク飲み放題、消費税が含まれております。  ※旬の食材を使用するため、料理内容が多少変更になる場合もございます。あらかじ
　めご了承ください。  ※写真はイメージです。

1日5室限定 

6,100円～15,000円（素泊まり）2019年10月31日（木）まで

浅草・押上駅（スカイツリー®前）方面までのアクセス
JR 御茶ノ水駅→JR 錦糸町駅　●総武線各駅停車（約８分）→乗り換え→錦糸町駅→押上駅（スカイツリー®前）  ●地下鉄半蔵門線（約２分）

当館ホームページからのご予約がお得です 当館ホームページからのご予約
に限りHPポイントが付きます!

客室　広さ 12 ㎡　ベット幅 120㎝（ベッド１台）

ミネラルウォーター
プレゼント

32,400円

基本料金

（通常価格 84,000 円）

お申込みは
こちら



〈お問い合せ・ご予約〉
レストラン「オーロラ」直通 TEL03-3813-6218

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

8月1日（木）～9月30日（月）期間限定洋食ディナーコース
「マ・シェール」

※前日17 時までにご予約ください。
※仕入れ状況により、料理内容が変更になる場合がございます。  
※料金には消費税が含まれております。　
※イベント開催時・貸切予約の際はご予約承れませんので予め
　ご了承くださいませ。  ※お支払いには「私学共済永年勤続直
   営施設利用優待券」がご利用いただけます。
※写真はイメージです。

〈メ ニ ュ ー 〉

オードブル・・・・・・魚介の盛り合わせ 新鮮野菜と共に

ス ー プ・・・・・・本日の冷製スープ

お 魚 料 理・・・・・・イサキのシードグリル スモークの香り

お 肉 料 理・・・・・・仔牛舌のプロバンサル風

　　　　　　   　 パン

デ ザ ー ト・・・・・・季節のフルーツとシャーベット 盛り合わせ

5,600円1名様

8月1日（木）～9月30日（月）期間限定中華ディナーコース
「睡蓮」

※2名様よりご予約承ります
※前日17 時までにご予約ください。
※仕入れ状況により、料理内容が変更になる場合がございます。  
※料金には消費税が含まれております。　
※イベント開催時・貸切予約の際はご予約承れませんので予め
   ご了承くださいませ。  ※お支払いには「私学共済永年勤続直
   営施設利用優待券」がご利用いただけます。
※写真はイメージです。

〈メ ニ ュ ー 〉

四彩併盤・・・・・・四種前菜盛り合わせ
蛎油蝦仁・・・・・・海老と野菜の炒め
筍衣鮑魚・・・・・・タケノコとアワビの煮込み
蒜泥牛利・・・・・・牛シャブ肉の四川和え
　　　　　　　　本日のお薦めスープ
　　　　　　　　御飯　漬物
甜心双品・・・・・・杏仁豆腐・フルーツ
茉莉花茶・・・・・・ジャスミン茶

5,600円1名様

完全予約制

2日間限定 8月11日（日）・12日（月・祝）

日頃の感謝を込めて、「夏休みスペシャルバイキング」を 2日間限定で開催いたします。
レストランオーロラシェフ自慢の洋食料理＆中華料理をブッフェスタイルで 90 分食べ放題！！
ぜひご家族やご友人とお楽しみくださいませ。

湯島ぷりん 1,080円（税込）3個セット

1,300円（税込）

" 湯島 " の地名は、江戸時代以前、上野の不忍池周辺が海とつながっていた頃、この
地があたかも島のように見えたとされる説があります。
このプリンは湯島天神に咲く梅をモチーフとして、プリンに「梅型のジェノワーズ」を
乗せることで、当時、不忍池から見える島をイメージしております。きび砂糖と厳選さ
れた卵、ミルクを使用し、マダガスカル産バニラビーンズとダーク・ラムが香るこだ
わりの濃厚プリンです。

東京ガーデンパレス料理長が丁寧に焼き上げます。5 月から期間限定販売♪
今回は「松の実のチーズタルト」「りんごのチーズタルト」のご案内です♪

Hotel homemade Seasonal cheesecake
季節のチーズケーキ
東京ガーデンパレス

・松の実のチーズタルト
   Pine nut cheese tart

・りんごのチーズタルト
   Apple cheese tart

新
商
品

レストランオーロラ、洋食・中華両料理長が、

期間限定メニューのお薦めディナーコースを

ご用意いたしました。

お申込みは
こちら

お申込みは
こちら

お申込みは
こちら

ケーキサイズは直径約15cm、5号サイズとなります。

※オーダーストップは料理スタートより 60 分後となります。　※仕入れ状況により、料理内容が変更になる場合がございます。 　
※料金には消費税が含まれております。　※中学生以上は大人料金となります。　※写真はイメージです。

夏休みスペシャルバイキング

ランチタイム  11:00～15:00（最終入店 13:30）

お食事のみ

大　人  3,500円　　　小　人（小学生）2,000円

●アルコール飲み放題　追加1名様  1,500 円

ソフトドリンクバー付

大　人  4,000円　　　小　人（小学生）2,200円

お食事のみ

大　人  4,000円　　　小　人（小学生）2,500円

ソフトドリンクバー付

大　人  4,500円　　　小　人（小学生）2,700円

ディナータイム  17:00～21:30（最終入店 20:30）

90
　　分

食べ
放題

今回のライブキッチンは、シェフが目の前で切り分ける“フルーツカッティングサービス”を行います。


