
ジャズコンサート申込

代表者  湯島 太郎
住　所　〒113-0034
　　　　　東京都文京区湯島 1-7-5

連絡先　090（1234）5678
勤務先　○○大学
合計参加人数　4 名TEL.03-3813-6230 （直通）   受付時間 10：00～18：00お問合せ先  販売企画課

開催日 2019年

受付開始 16:30～ 開場 16:45～
ディナー 17:00～ 演奏 18:30～20:30 終了予定

募集定員 180名（先着順・定員になり次第締切となります）

※お支払いには「永年勤続加入者直営施設利用優待券」がご利用いただけます。

料　　金 10,000円（ディナー・ドリンク・ショーチャージ・サービス料・税込）

申込締切 2019年12月6日（金）必着

東京ガーデンパレス公式ホームページ又は FAX、ハガキに①「ジャズコンサート申込み」　②郵便番号　③住所　④氏名　⑤電話番号
⑥合計人数を明記の上、下記宛先までご応募ください。

イベントご予約・申込方法

〒113-0034　東京都文京区湯島 1-7-5 東京ガーデンパレス　販売企画課　FAX 03（3813）3091 までお送りください。

※先着順・定員になり次第締切となります。　※お電話でのご予約はお受けできませんのでご了承ください。

FAX・ハガキ申込記入例

2019 年12月24日（火）

12月22日（日）

INFORMATION
Vol.15

東京ガーデンパレスインフォメーション

※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。

1名1室　お一人様（素泊まり）

ナイスビュー眺望プラン

料金

12月1日（日）　　　　  1月31日（金）　

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。

ビール /ウィスキー /ウーロン茶 /オレンジジュース
プラス550円でさらに日本酒・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

往年のジャズの名曲を、ジャズバンド 東京GPオーケストラの演奏で
お楽しみください。

東京GPオーケストラ・ファイナルコンサート
15年間のご愛顧に感謝を込めて演奏致します。

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 名様のカップルにもお勧めです♪

5,800円～
2名1室　お一人様（素泊まり）

料金 3,500円～2020年3月31日（火）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

JA
ZZ歌声サロン申込

代表者  湯島 太郎
住　所　〒113-0034
　　　　　東京都文京区湯島 1-7-5
連絡先　090（1234）5678
勤務先　○○大学
合計参加人数　4 名TEL.03-3813-6230 （直通）   受付時間 10：00～18：00お問合せ先  販売企画課

開催日

会　場 東京ガーデンパレス  2階 高千穂の間
食事 11:30～ 開演 12:45～（受付 11:00 開場 11:15）

募集定員 200名（先着順・定員になり次第締切となります）

※演奏曲は変更となる場合がございます。　※お支払いには「永年勤続加入者直営施設利用優待券」がご利用いただけます。

料　　金 7,500円 全席指定　（特別洋食コース・コンサート料金・税込）

『歌声コンサート』は思い出の唱歌、民謡、歌謡曲など世代を超えて一度は口ずさ
んだことのある楽曲を参加者全員で歌うコンサートです。主役はお客様！上手、下
手はここでは関係なし！楽しく元気に思い切り歌いましょう !　

申込締切 2019年12月6日（金）必着

東京ガーデンパレス公式ホームページ又は FAX、ハガキに①「歌声サロン」　②郵便番号　③住所　④氏名　⑤電話番号　⑥合計人数
を明記の上、下記宛先までご応募ください。

イベントご予約・申込方法

1 年の感謝を込めて贈ります♪

〒113-0034　東京都文京区湯島 1-7-5 東京ガーデンパレス　販売企画課　FAX 03（3813）3091までお送りください。

※先着順・定員になり次第締切となります。　※お電話でのご予約はお受けできませんのでご了承ください。

FAX・ハガキ申込記入例

第 5 回
杉山公章のクリスマスコンサート
歌って健康♪こんなに歌える♪こんなに楽しい♪

主な楽曲（予定）：上を向いて歩こう、青い山脈、ふるさと、川の流れのように、翼をください、涙そうそう、千の風になって、あざみの歌、君恋し、
　　　　　　　　　サンタルチア、　いつでも夢を、学生時代 ほか

TOKYO GARDEN PALACE END OF YEAR PARTY & NEW YEAR PARTY

忘新年会宴会プラン

ド リ ン ク U P ご 注 文 で 選 べ る プ レ ゼ ント
乾杯用スパークリングワイン or カクテル（ジン・カシス・カンパリ）

特 典
1

会 場 使 用 料（ 2 時 間 サ ー ビ ス ）特 典
2

洋食・中華ブッフェ＋フリードリンク
6,700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

7,700円プランB
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

8,800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。

2019年 ～2020年

おひとり様 550 円で
右記オプションより
おひとつお選びいただけます。

利用時間 30分延長 デザート
ボリュームアップ

Xmas 特別企画

次回コンサート券や
ホテル食事券があたるかも！？

Xmas
抽選会の開催

1
『歌声男子』の特別
ステージショー

2 Xmas スペシャルショー

歌声サロンin 東京ガーデンパレス

Tokyo.GP.

Orchestra
Final Concert



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

12月21日（土）～12月25日（水）

2019 クリスマス
スペシャルディナーコース
一年に一度だけのクリスマス。
レストラン オーロラ洋食料理長が自信を持ってお勧めするクリスマ
ス期間のみの限定ディナーでお仲間・ご家族と楽しいひと時をお過
ごしください。

※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 〉

・蟹のフラン
・新鮮野菜と魚介のマリネ
・フカヒレ入りコンソメスープ
・鯛の香草パン粉焼き　オマールクロー添え
・鴨のロースト　フォアグラと共に
・クレームブリュレとマカロンのクリスマスプレート
・パン
・コーヒー又は紅茶

7,000円1名様

お申込みは
こちら

10月1日（火）～11月30日（土）洋食・中華コラボディナー

※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 〉

サーモンマリネのズワイガニルーレ
鯛の蒸し物　オイスターソースかけ
牛フィレ肉のソテー　生ハム添え
ピリ辛炒飯　スープ
フルーツタルト＆杏仁豆腐
コーヒー又は紅茶 5,600円1名様

お申込みは
こちら

前回も大変ご好評頂いた、レストラン オーロラの洋食料理長・中華料理長のコラボ
レーション　フルコースを期間限定でご用意いたしました。ひとつのコースで洋食
料理と中華料理の両方をこの機会にご賞味くださいませ。

10月1日（火）～10月31日（木）アフタヌーンティセット

※完全予約制　前日の 16：00 までにご予約下さい。 ※仕入状況により、料理内容が変更になる場合がございます。
※+150 円追加で紅茶をロンネフェルト社「アールグレイ」又は「イングリッシュブレックファーストティ」にご変更可能。
　お代わりの際は 300 円にてご用意いたします。 ※セットの「コーヒー」「紅茶」のお代わりは 200 円にてご用意いたします。
※料金には消費税が含まれております。 ※写真はイメージです。

〈メ ニ ュ ー 〉

2,500円1名様
お申込みは
こちら

大変ご好評頂いたレストラン　オーロラの「アフタヌーンティセット」が
「ハロウィンバージョン」になって再登場。見た目もかわいく仕上がりました。
ラウンジ オリオンにて楽しく優雅に過ごしてみませんか。

令和元年 最後のスペシャルバイキング。レストラン オーロラの洋食料
理長と中華料理長が協力しスペシャルバイキングを開催いたします。
是非、ご家族・お友達お誘いあわせの上ご賞味くださいませ。

秋のスペシャルバイキング
2日間限定 11月23日（土）・24日（日）

※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。

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）

お申込みは
こちら

月1年2020 日1 月1年2020 日3～水 金

10:30～15:30（最終入店 14:30）

大　人（中学生以上）  3,600円

2020 New Yearランチバイキング

子　供（小学生）1,600円 幼　児（未就学児）無料
※お支払いには「永年勤続加入者直営施設利用優待券」がご利用頂けます。　※お席のご予約は 10:30AM スタートのお客様のみ承ります。　※料金には消費税が含まれております。

ご入店より90分制
※14:00 以降は 15:30 まで

ソフトドリンク付き
※アルコール類は別途販売

クリスマスチキン
ハチミツ風味

レストラン オーロラ料理長お薦めの「ハチミツ風味クリスマスチキ
ン」1ピース約 200 グラムのチキンが 3 ピース入り。ご家族・ご友
人とのクリスマスパーティーのお供にお召し上がり下さい。

※料金には消費税が含まれております。
※写真はイメージです。

12月21日（土）～12月25日（水）お渡し日

12月1日（日）よりご予約開始日

ご予約はこちらまたは右下
「オーロラ」直通電話にて

お申込みくださいませ

数量限定

40セット
1日

1,600円

提供時間 14：00～17：00（平日、土日祝共通）

期間
限定

【デザートプレート】
◆ブルーベリーのパンナコッタ 巨峰シャーベット乗せ　◆マドレーヌに乗ったカボチャのモンブラン
◆ブラックチョコレートムース　木苺風味　◆２種のマカロン チョコ・パッションフルーツ

【サンドプレート】
◆パンプキンサンド ローストビーフ・アルファルファ・チーズ
◆竹炭サンド ノルウェーサーモンマリネ・かぼちゃとクリームチーズのサラダ・レタス・コルニッション
◆シュールージュコールスロー
◆シャインマスカット・ブラックベリー

10セット
限定

1日

完全
予約制

Afternoontea Set ‥autumn‥ Halloween version

ハロウィン
ヴァージョン

期間限定

期間限定

宴会受付 TEL 03-3813-6237（直通）　受付時間 10:00～18:00
〈お問い合せ・ご予約〉


