
NEWS Spr ing 2020
March -  Apr i l

レストラン・宿泊・ウェディング・宴会のご案内
R es t a u ra n t・Accommoda t i o n・Wedd i n g・Banqu e t

〒105-8576 東京都港区海岸1丁目16番2号
16-2 Kaigan 1-chome,Minato-ku,Tokyo 105-8576
Tel: 03 5404 2222   Fax: 03 5404 2111   www.interconti-tokyo.com

InterContinental Tokyo Bay

-  表示は正価料金です。別途税金及びサービス料を加算させていただきます。
- 食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくお申し付けください。
- メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。
- 写真は全てイメージです。

- All menu prices are subject to consumption tax and a service charge.
- If you have any food allergies or intolerance, please do not hesitate to let us know.
- Please note that due to the availability of seasonal ingredients, the menu may change without notice.
- All photos are images.



大人  Adults 子供  Children

朝食ブッフェ

Breakfast Buffet
   6:30-10:00 (L.O.   9:45) ¥ 3,031 ¥ 1,818

ランチブッフェ

Lunch Buffet
11:00-14:30 (L.O. 14:15) 

　平日

　土日祝

Weekdays

Weekends & Holidays

¥ 3,725
¥ 4,201

¥ 1,991
¥ 2,251

ディナーブッフェ

Dinner Buffet
17:30-22:00 (L.O. 21:45)

　平日

　土日祝

Weekdays

Weekends & Holidays

¥ 5,430
¥ 5,986

¥ 2,857
¥ 3,117

オールデイダイニング   シェフズ ライブ キッチン®

All day Dining   Chef ’s Live Kitchen
3F   03-5404-2246

SPRING IN FULL BLOSSOM VIEWING BUFFET

春爛漫 お花見ブッフェ February 28 - April 23
2月28日（金）〜4月23日（木）

The most beautiful season in Japan has arrived.  
How about enjoying the cherry blossoms inside the Chef's Live Kitchen restaurant without having 
to worry about the weather and location?   We have prepared appetizers such as quiche,  dumplings 
with colorful puree,  gorgeous salad-like chirashi-sushi and pasta with plenty of spring vegetables.  
*Certain items in the menu are available only for either lunch or dinner.

日 本 の 最 も美しい 季 節 が やってまいりました 。 天 候 や 場 所 取りを気 に せず、ゆったりとシェフズ  ライブ  
キッチンの 店 内でのお 花 見 は い か がでしょうか 。 カラフル なピューレを載 せ たお 団 子 風 の 前 菜 や 、お 重
に 盛ったちらし寿 司 のような 華 や か なサラダ、たっぷり春 野 菜を使ったキッシュや パスタなど、満 開 の 桜
の 下で味 わ い た いメニューが 満 載です。
※ 一 部ランチ の み 、ディナー の み の 提 供メニューがございます。



We now have a sweets buffet with seasonal strawberries.  
Our popular chocolate fountains offer strawberry chocolate in addition to milk chocolate during 
this time.  There is also a cheese corner where the chef slices your favorite cheese and a "Chef's 
Special Parfait" (3 types) corner where you can request your favorite toppings.  

今が旬の苺を散りばめたスイーツブッフェ。 人気のチョコレートファウンテンはこの時期だけミルク
チョコレートに加え、ストロベリーチョコレートもご用意。
またお好きなチーズをお好きなだけカッティングするチーズコーナーや、目の前で仕上げる「シェフズ
スペシャルパフェ」（3種）にお好みのトッピングをリクエスト。 オリジナルパフェをお楽しみいただけます。

STRAWBERRY FESTIVAL
ストロベリー フェスティバル

オールデイダイニング   シェフズ ライブ キッチン®

All day Dining   Chef ’s Live Kitchen
3F   03-5404-2246

大人  Adults 子供  Children

デザート＆ライトミールブッフェ

Dessert & Light Meal Buffet
15:00-16:45 (L.O. 16:30)

平日

土日祝

Weekdays

Weekends & Holidays

¥ 3,132
¥ 3,325

¥ 1,818
¥ 1,818

until April 23
4月23日（木）まで



イタリアンダイニング   ジリオン
Italian Dining   Zillion
1F   03-5404-7895

ランチ

Lunch
11:30-15:00 (L.O. 14:30)

ディナー

Dinner
17:30-21:30 (L.O. 21:00)

PASTA LUNCH 
WITH DESSERT BUFFET
ハイティーオードブルからはじまる
デザートブッフェ付 パスタコース

We offer hors d'oeuvres with a chef's special appetizer on a 
luxurious 3-tier high tea stand.  Soup and salad wagon service 
make the meal in front of you with selectable pastas,  and a 
buffet style dessert.

シェフ特製の前菜を豪華3段ハイティースタンドにあしらったオード
ブルやスープ、目の前でお作りするサラダワゴンサービス、選べる
パスタ。 締めくくりはデザートをブッフェスタイルで提供いたします。

Weekdays 平日 ¥3,280
Weekends & Holidays 土日祝 ¥3,780

SEASONAL DINNER COURSE
まるごと高知「ええもん・うまいもん」コース

During this season of skipjack tuna,  we have gathered 
delicious ingredients from Tosa in the Kochi Prefecture.  
Branded ingredients such as chicken, fruit tomatoes and pork 
are available.  You can enjoy a variety of dishes in the course-
style cooking method by Chef Yohei Abe who gained tenure in 
various famous Italian restaurants.

鰹の旬を迎えるこの時期に、土佐・高知の美味しい食材を集め
ました。「はちきん地鶏」やフルーツトマト、「四万十栗豚」など、
海産物以外にもブランド食材が揃います。イタリアンの名店で活
躍してきたシェフ 阿部洋平によるコース料理を、様々な調理法
でお召し上がりいただけます。

¥9,500

March 1 - May15
3月1日（日）〜5月15日（金）



LUNCH COURSE &
AFTERNOON TEA STYLE DESSERT

本格フレンチのランチコース ＆ アフタヌーンティー

After enjoying Palette Art Hors d'oeuvres, appetizers,  and the 
main dish with a choice of fish or meat,  please enjoy dessert 
which offers seasonal fruit and ingredients in an afternoon style. 

パレット・アート・オードブル、前菜、魚もしくは肉から選べる
メインディッシュをご堪能いただいた後、旬のフルーツや食材を
使ったスイーツをアフタヌーンスタイルでお楽しみいただけます。

¥4,260

CANNES DINNER COURSE
カンヌ ディナーコース

The "Cannes" course starts with an amuse-bouche that expresses 
five flavors on a single palette,  and the main dish offers both fish 
and meat.  Meat dishes are optionally available in various cooking 
styles.  In addition, available also at this time is guinea fowl,  
known as the “Queen of Birds”,  with a texture that melts in your 
mouth.  Because it is rich in nutrients and low in cholesterol,  it is 
recommended for women.

5種の味覚をパレット皿に表現したアミューズからスタートし、
メインは魚料理と肉料理を両方お楽しみいただけるフルコース。
肉料理はオプションで様々な種類や調理法からお選びいただけ、
この時期は「食鳥の女王」とも言われ、くせが無くとろけるような
食感の「ほろほろ鳥」も登場いたします。
栄養豊富で低コレステロールなため、女性にもおすすめです。

Weekdays 平日 ¥8,550
Weekends & Holidays 土日祝 ¥9,500

ランチ

Lunch
11:30-15:00 (L.O. 14:30)

ディナー

Dinner
17:30-21:30 (L.O. 21:00)

ファインダイニング   ラ・プロヴァンス
Fine Dining   La Provence
1F   03-5404-7895

March 1 - April 23
3月1日（日）〜4月23日（木）



ランチ Lunch 11:30-15:00 (L.O. 14:30)

ディナー Dinner 17:30-21:30 (L.O. 21:00)

鉄板焼   匠
Teppan-Yaki   TAKUMI
1F   03-5404-7895

STEAK LUNCH COURSE
匠 ステーキランチコース ¥6,000

Exquisitely grilled steaks and seasonal fish dishes are prepared 
in front of you for your enjoyment.  Enjoy an elegant lunch with 
freshly cooked white rice called “Yumepirika”. 

目の前で仕上げる季節のお魚料理、絶妙な焼き加減で調理する
ステーキを五感でお楽しみいただけます。 炊きたての白米、
ゆめぴりかとともに優雅なランチをお楽しみください。

TAKUMI SEASONAL DINNER COURSE 
匠 おおいた和牛ディナーコース ¥20,000

In 2018, in the 100th anniversary of the production of Bungo beef,  Oita brand Wagyu beef was newly born.  
It is highly prized with a special focus on the taste of meat grade 4 or higher.  
Enjoy local ingredients and dishes selected by Chef Mahara,  such as small,  dried sardines with appetizers,  
"Saeki's Sesame Dashi" with grilled the Japanese spiny lobster,  and "Torimeshi-style stir-fried rice" using 
local chicken.

2018 年、豊後牛の生産を始めてから100 年目の年に新たに大分県産ブランド和牛「おおいた和牛」が誕生
いたしました。 肉質4 等級以上の、美味しさにとことんこだわった逸品です。
前菜に添えた「パリパリ炒り子」や伊勢海老のグリルに合わせた「佐伯の胡麻だし」、 「豊のしゃも」を使った

「鶏めし風炒めごはん」など、料理長馬原が選りすぐった地元の食材･料理もご一緒にどうぞ。

March 18 - June 30
3月18日（水）〜6月30日（火）



OCEAN VIEW AFTERNOON TEA
オーシャンビュー アフタヌーンティー
How about an afternoon tea with special seats overlooking 
the Rainbow Bridge and Tokyo Bay?
Enjoy seasonal sweets and savory items such as the “Aged 
Beef Mini Burger” by a chef from the restaurant,  Manhattan.

レインボーブリッジや東京湾を一望する特等席でのアフタヌーンティー
はいかがでしょうか。季節のスイーツとマンハッタンのシェフが手がける

「熟成牛のミニバーガー」などのセイボリーをお楽しみいただけます。

Weekends & Holidays　

土日祝 ¥4,400

レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー   マンハッタン
Rainbow Bridge View Dining & Champagne Bar   MANHATTAN
6F   03-5404-3925

アフタヌーンティー

Afternoon Tea
14:30-19:00 (L.O. 17:00)

ダイニング

Dining
17:30-22:00 (L.O. 21:00)

シャンパンバー

Champagne Bar
17:30-22:00 (L.O. 21:00)

DINNER COURSE “Liberté” 
春の味覚おすすめディナーコース「リベルテ」

Manhattan's signature appetizer "Colorful Art Terrine" is a beautiful 
combination of pork legs,  local free-range chicken and wild edible 
plants.  We also offer fish dishes,  pan-sautéed seabream and aged 
beef.  In particular for the meat dishes, you can enjoy grilled Ocean 
Beef Loin,  the only beef selected and approved of by the New 
Zealand Government.

マンハッタン名物の前菜「カラフル・アート・テリーヌ」は豚足や
信玄鳥、山菜を美しく組み合わせ、 お届けいたします。
春の訪れを告げる魚料理、桜鯛のポワレの後は自慢の熟成牛が
登場。 ニュージーランド政府機関が唯一認定するセーフティー
ビーフ、オーシャン牛のロースのグリルをお楽しみいただけます。

¥8,500

Weekdays

平日 ¥3,900

March 1 - April 23
3月1日（日）〜4月23日（木）



RUBY CHOCOLATE PARFAIT

ルビーチョコレートパフェ ～TSUMETAIRUBY（ツメタイルビー）～

NAGOMI PANCAKE
和み（なごみ）パンケーキ March 1 - April 23

3月1日（日）〜4月23日（木）

March 1 - April 23
3月1日（日）〜4月23日（木）

At the "Ruby Chocolate Innovation" themed 
competition held in 2019,  Executive Chef 
Patissier Junji Tokunaga presents the dishes 
for which he won the overall victory.  Finish 
it off with a ruby chocolate shake created 
right in front of you.

2019 年に 開 催さ れ た「ルビー チョコレートの

イノベーション」をテーマにしたコンテストで、

エグゼクティブ シェフ パティシエ德 永 純 司が

総合 優 勝 を果たしたパフェがニューヨークラウ

ンジに 登 場 。ルビー チョコレートのシェイクを

最後に目の前でかけて完成します。

¥2,000

The pancake dough is raised by the fermentative 
power of amazake (sweet sake),  and it is finished 
in Japanese style with ingredients such as 
chocolate sauce matcha (green tea),  fresh cream 
with roasted tea and citron sherbet.

パンケーキは甘酒の発酵力で生地を膨らませ、
抹 茶 のチョコレートソースやほうじ茶 の 生ク
リーム、柚子シャーベットを添えるなど和の素材
にこだわりました。

ニューヨークラウンジ   by インターコンチネンタル 東京ベイ

New York Lounge By InterContinental Tokyo Bay

1F   03-5404-7895

Weekdays

Weekends & Holidays

平日

土日祝
10:00-22:00 (L.O. 21:30)

9:00-22:00 (L.O. 21:30)

A la carte 単品   ¥1,600
Drink set ドリンクセット  ¥2,000〜

March 1 - April 23
3月1日（日）〜4月23日（木）

O-HANAMI AFTERNOON TEA 
O-Hanami アフタヌーンティー

We have prepared a Japanese-style afternoon tea with cherry-colored sweets lined up on a "Karesansui 
(Traditional Japanese rock garden)",  like cherry blossom petals floating on the river surface.  
The butter used in the scones is arranged in a moss-like style,  and is imagined as a Japanese garden.

川面に浮かぶ桜の花びらのように、枯山水の上に桜色のスイーツを並べた和風アフタヌーンティー。
スコーンに添えるバターは苔玉風に整え、日本庭園をイメージしました。

Weekdays 平日 ¥3,731
Weekends & Holidays 土日祝 ¥4,222



STYLISH MIXOLOGY COCKTAILS
“The Taste of Tokyo Bay”
スタイリッシュ ミクソロジー カクテル　¥1,500 〜

These original mixology cocktails are based on the concept of “healthy, beauty, and freshness”.

ヘルシー・ビューティ・フレッシュのコンセプトのもと、オリジナリティー溢れるミクソロジーなカクテルを
お楽しみいただけます。

営業時間 Hours 21:00-24:00 (L.O. 23:30)

東京ベイナイトバー   スカイビューラウンジ
Tokyo Bay Night Bar   Sky View Lounge
20F   03-5404-2222 * The sky View Lounge will be closed around 

  the middle of March

* 3月中旬をもちまして閉店予定となります。

THREE MAJOR WHISKEY TASTING
三大ウイスキー飲み比べプラン　　　　

This special plan allows you to drink and compare popular Japanese whiskeys (such 

as Taketsuru 21 years),  Scotch whiskeys (like the McCarran 18 years) and Bourbon whiskeys 
(Blanton’s).  A snack plate that pairs well with whiskey is also available on request.

人気のジャパニーズウイスキー「竹鶴21年」、スコッチウイスキー「マッカラン18年」、
バーボンウイスキー「ブラントン」を飲み比べできる特別なプラン。
ウイスキーによく合うおつまみプレートもご用意いたします。

1名様 ¥6,436

EASTER EGG CHOCOLATE
イースターエッグ　チョコレート　¥3,900 
We have prepared a chocolate Easter egg produced by Executive Chef Patissier Tokunaga,  who took 1st place in the world chocolate competition. 
We recommend it as a surprise gift or souvenir.

チョコレートで世界を制した德永の渾身のイースターエッグです。サプライズギフトにおすすめです。

SAKURA BON BON CHOCOLAT
桜ボンボンショコラ　４個入り ¥1,950  9個入り ¥3,600
We have prepared a new chocolate created during the cherry blossom season.  The package is also 
decorated with cherry blossom petals,  so it is also recommended as a gift for overseas visitors.

桜の季節に合わせて誕生した新作。 パッケージにも桜の花びらが あしらわれ、
海外の方へのギフトにもおすすめです。

POISSON D'AVRIL
ポワソン・ダヴリル ～ÇA VA? （サヴァ？）～　¥2,900 
Named after the French holiday,  Tokunaga has created a “Poisson d'Avril”; a unique creative dish 
inspired from a traditional pie pastry.  The concept is a playful dish with a lid with chocolate pull tabs 
on a round chiboust (cream) in the image of mackerel.

伝統的なパイ菓子から姿を一転させた、エグゼクティブ シェフ パティシエ德永純司
らしい独創的なポワソン・ダヴリル。 サバ缶をイメージした丸いシブーストの上に
チョコレートのプルタブ付きのふたをのせ、 遊び心あふれる一品に仕上げました。

March 16 - April 30
3月16日（月）〜4月30日（木）

March 1 - April 23
3月1日（日）〜4月23日（木）

March 23 - April 2
3月25日（水）〜4月2日（木）

N.Y. ラウンジ ブティック
N.Y. Lounge Boutique
1F   03-5404-7895

営業時間

Hours
11:00-20:00

N.Y. ラウンジ ブティック
N.Y. Lounge Boutique
1F   03-5404-7895



SEASONAL STAY PLAN
春のおすすめ ご宿泊プラン
ご滞在目的やライフスタイルに合わせて多数のご宿泊プランをご用意しております。
上質な空間とおもてなしで、快適な時間をお楽しみください。

ベストフレキシブルレート（ラウンジ特典付）
クラブフロアにご 滞 在 の お 客 様 専 用 のクラブ ラウンジで 、
レインボーブリッジや東京湾をご覧いただきながらゆったり
とお寛ぎいただけるプランです。

クラブフロア 2名1室 ￥44,000〜 

SWEET ANNIVERSARY 
（ケーキ＆スパークリングワイン＆ラウンジ特典付）
レインボーブリッジやお台場の夜景を望めるベイビュールーム
または高層ビルの間をぬって流れる隅田川の雄大な眺めを望む
リバービュールームにて、スパークリングワインとメッセージ付
のアニバーサリーケーキでお祝いを。

クラブフロア 2名1室 ￥51,000〜

※チェックイン 15:00〜／チェックアウト 〜12:00
※料金には消費税及びサービス料が含まれております。宿泊税は別途加算させていただきます。

〈ご予約・お問い合わせ〉 宿泊予約 Tel: 03-5404-3956 （ 9:00〜19:00 ）

“SNOW WHITE” STR AWBER RY DESSERT BUFFET
苺で目覚める白雪姫 ～ストロベリーフォレスト～
白雪姫のストーリーをテーマに、大人のスノーホワイトの世界をイメージしたスイーツブッフェを期間限定で開催。

旬の苺と物語に登場するりんごをモチーフにしたデザートの数々とセイボリーを約30種類お楽しみいただけます。

苺とりんごのスイーツとともに森の中で繰り広げられる物語のシーンをご体験ください。

〈ご予約・お問い合わせ〉　レストランオフィス
  Tel:  03-5404-3926  平日 10:00〜16:00 / 土日休 定休

・ WEB予約でグラススパークリングワインの特典付。 
・ 料金には、デザート＆ランチブッフェ、ソフトドリンク、税金、サービス料13%が含まれます。
・ 他の割引サービスおよび特典との併用はできかねますので予めご了承ください。
・ お申込人数が最少催行人数（16名様）に満たない場合は催行中止となります。
　その場合は、前日から起算して５日前までに、メールあるいはお電話にて中止する旨をご連絡いたします。

開 催 日 3月1日（日）〜6日（金）、 8日（日）〜12日（木）、 15日（日）〜17日（火）、19日（木）〜31日（火）　　

時　　間 平　日   12：00－14：00 
土日休   11：30－13：30 ／ 14：30－16：30  ※2時間制 （食事をお取りいただけるのは終了15分前まで。）

料　　金
平　日　大人 ￥4,500　子供 ￥3,000
土日休　大人 ￥5,000　子供 ￥3,000 ※お子様料金の対象年齢は4〜12歳です。

場所 パークレーン



RENOVATION INFORMATION

GUEST ROOM⎜LOUNGE & BAR
   ゲストルーム⎜ラウンジ & バー

In the spring of 2020,  InterContinental Tokyo Bay will be entirely renovated. Newly opening in 
the main lobby will be an iconic lounge & bar and private rooms to be used for various purposes.  
We hope to create places for people to gather for different occasions.

2020年春、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイはホテル全館をリノベーションいたします。また、メイン
ロビーにはアイコニックなラウンジ＆バー、多目的にご利用いただける個室を新たにオープンし、人々が集う
場所とさまざまなシーンを創出してまいります。

GUEST ROOM ⎜ゲストルーム  8th-13th Floor

LOUNGE & BAR ⎜ラウンジ & バー  1st Floor

A luxurious lounge and bar with a ceiling height of 5m will be newly opened in the main lobby. Surrounded 
by the warmth of a built-in fireplace, we have prepared a full bar counter, a library corner, and two separate 
private rooms that can also be used for dinners, meetings, and parties.

メインロビーに天井高5mの個性的なラウンジ＆バーがニューオープンいたします。あたたかな火を囲
むエリアを中心に、バーカウンターを備えるバーエリア、ライブラリーを取り入れたエリア、会食や会議、
パーティーにもご利用いただける個室をご用意いたしました。

 *The photograph is a concept image. Facility designs are subject to change.
＊写真はイメージです。施設のデザインは変更になる場合がございます。

The regular floors rooms will be reopened this spring. 
Offering the best view of the bay in Tokyo, our guest rooms 
are decorated with calming colors and have a daybed-style 
sofa with views from the windows, creating a relaxed space.

今春、レギュラーフロアの客室がリニューアルオープンい
たします。都 内 随 一を誇る海 辺 の 景 色をの ぞみ 、落ち着
い た色調でまとめられた客室には、窓からのビューを楽
しめるデイベッド風のソファを施し、ゆったりと寛げる空
間に生まれ変わります。

〈お問い合わせ〉
寝具事務局 Tel: 03-5404-3914（平日 9:30〜18:00／土日祝 定休日）

キャシュレスでお支払いのお客様に5％還元／2020年6月まで
オリジナル羽毛ふとん＆枕も販売しております。

天然の銀イオンにより微生物や
バクテリアの繁殖 を抑制する
抗菌・防臭加工

三層にわたるセンター
サポート構造を施し、
腰の部分の体圧分散
を促します

身体の凸凹や
体圧にあわせて
反発力が変化する

×

ホテルの寝心地をご自宅でも シーリーと共同開発

オリジナルコンセプトベッド

シーリー独自の快眠技術に、ホテル仕様の耐久性、
衛生的な睡眠環境を融合させました。

PARTY PLAN for the banquet rooms
東京ベイが演出する、贅沢なバンケットルームでのパーティー
レインボーブリッジや東京ベイのパノラマの夜景が目の前に広がる魅 力 的 なロケーション。
パ ーティー やプライベ ートなお 集まりまで、さまざまなスタイルでご提案させていただきます。

※上記プラン料金には税金及びサービス料が含まれております。

●パーティープランの他にもご要望に応じてご提案させていただきます。

BUFFET STYLE 立食スタイル
30名様〜2時間制（フリードリンク）　¥11,000〜

COURSE STYLE 正餐スタイル
10名様〜2時間制（フリードリンク）　 ¥14,000〜

〈ご予約・お問い合わせ〉 営業部 Tel: 03-5404-3918（平日 9:30〜18:00／土日祝 定休日）

マットレス単体 ¥230,000〜¥400,000 ボトムセット ¥290,000〜¥560,000

３ゾーン
レイヤー



土日祝 限定　8:40〜／13:30〜／17:30〜

・相談会 プランナーがご相談を承ります。

・試食会 総料理長が奏でるスペシャリテをご試食い
ただけます。（8:40〜、17:30〜の回のみ）

お得なスペシャルウエディングプラン
2020年11月まで限定プラン 100名以上 大人数プラン

平日にもフェアを開催しております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

SPECIAL BRIDAL FAIR
〔進化する〕 ブランド ホテル ウエディング

スペシャルブライダルフェア開催

〈ご予約・お問い合わせ〉 
ウエディングオフィス Tel: 03-5404-3924
平日 12:00〜20:00、土日祝 9:00〜21:00

定休日 月・火曜日、他臨時定休日あり

東京湾の絶景を見渡せるバンケットです。
広々としたテラスでの演出は、リゾート感
溢れるパーティが叶います。

CHAPEL 
GRACIA FAMILIA
チャペル 
グラシアファミリア 

（〜120名様）

音響を追求したオーバル型の
チャペル。 チェロの生演奏と
聖歌隊の歌声が感動をさらに
盛り上げます。やわらかな光に
包まれ、おごそかであたたかい
セレモニーを演出いたします。

25周年 ＆ ホテル全館リニューアルオープン記念

OCEAN VIEW TERRACE
バンケットルーム 
オーシャンビューテラス

（〜80名様）

PARK LANE
バンケットルーム パークレーン （〜100名様）

ライブ感あふれるオープンキッチン付きのバンケットルームで、グリル料理とバン
ケット料理の両方をお楽しみいただける新しいパーティスタイルを演出いたします。


