
歓送迎会
パーティプラン

Party Plan

みなとみらいグランドセントラルテラス

2016.5.31［tue］
2016.2.17［wed］▲期 間

ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト

3,500円～（税別） ［2時間飲み放題付きコース］

肉のスペシャリストが選んだ牛・豚・鶏料理300円
～、ワインは均一2,500円・約40種類をご用意。
ランチもあります。

☎045-232-4534 休 無休

●3,500円／料理全6品
●4,000円／ホエー豚のカツレツ他料理全7品
●5,000円／ビーフリブロース付き他料理全8品

席数
50

2次会

ワインバル

横須賀・佐島港  佐島水産

4,000円～ ［2時間飲み放題付きコース］

横須賀・佐島港から朝獲れの地魚を直送。魚料理
はもちろん旬の野菜を使用した料理等をお手頃価
格で。ディナ－では旬の食材をふんだんに使用した
おすすめメニュ－も取り揃えております。

☎045-664-4711 休 無休

●4,000円／5,000円／6,000円コース有
●幹事様との名刺交換でお一人様500円割引（4,000円コース除く）
　最大5,000円の割引までとさせていただきます。

席数
92

【ラ ン チ】月～金 11:30～15:00 (LO14:30)
土日祝 11:30～16:00 (LO16:00)

【ディナー】月～金 17:00～23:00 (LO22:00)
土日祝 16:00～22:00 (LO21:30)

寿司・居酒屋

マノ・キッチンカフェ

3,000円～（税別） ［歓送迎会コース］

まるでリゾート地のウォーターフロントにあるカ
フェダイングに来たような落ち着いた雰囲気が漂
う店内。ハワイアンロコフードを中心とした料理、デ
ザートをご用意しております。

●3,000円／少人数（2名様以上）料理全7品デザート・ドリンク付
　※飲み放題の追加もできます。
●4,500円～／3時間飲み放題付料理6品～
　※30名様以上の場合貸切可

席数
64

☎045-228-2333 休 不定休

【営業時間】11:00～23:00
（フードLO22:00・ドリンクLO22:30）

ハワイアンカフェ・ダイナー

mm THAI  エムエム タイ

4,000円 ［3時間飲み放題付きコース］

本場タイフードから新感覚オリジナルタイフードま
で、美味しく食べてヘルシーに!!辛味、酸味、甘味、
塩味の４つの味が織りなすハーモニーをお楽しみく
ださい。

●料理全8品

天府城

4,000円～（税別） ［2時間飲み放題付きコース］

辛さの中に旨さあり、山椒がピリッと効いた陳麻婆
豆腐、本場四川のエビチリ炒め、腰の強さとモチモ
チ感の刀削麺や皮、肉とも絶品な北京ダック。四川
料理をご賞味ください！

●三種前菜盛り合わせ、牛肉とピーマンの黒胡椒風味炒め
　ペキンダック、海鮮シュウマイ、フカヒレ入り蒸し餃子
　大エビのチリソース、四川マーボー豆腐、三種具とフカヒレ入りスープ
　レタスチャーハンまたは刀削麺の炒め、本日のデザート

席数
140

☎045-664-5888 休 無休

【ラ ン チ】11:00～17:00

【ディナー】17:00～23:00 （LO22:30）
※平日のみ11:00～17:00ランチセット有

2次会

四川料理

店内
48
テラス
50

☎045-228-8010 休 無休 2次会
※第1・第3月曜日はランチのみ営業

タイ料理

LEONE MARCIANO レオーネ マルチアーノ

4,000円～ ［パーティープラン］

陽気なイタリア人シェフパオロのこだわりの生パス
タを始めとする美味しくて楽しい本物のイタリアン
を味わって下さい。ＢＵＯＮ ＡＰＰＥＴＩＴＯ！！

●前菜盛り合わせ、パスタ2種類、魚、肉、デザート
●飲み放題の追加もできます。
●詳しくはスタッフまでご連絡ください。

席数
60

☎045-232-4080
休 月曜日（祝日は営業）

【ラ ン チ】11:30～15:00 (LO14:00)
【ディナー】17:30～23:00 (LO22:00)

ブライダル
２次会

イタリアンレストラン

PARIYA みなとみらい店

3,050円～ ［2時間飲み放題付きコース］

週替わりの多彩なメニューで和洋中ほか各国の料
理をイートインで。お持ち帰り、デリバリーも承りま
す。17時からは食べ放題、飲み放題3,800円のプ
ランもご用意致しております。

●3,050円／DELI3品 ＋ 飲み放題 ＋ ジェラート1種
●3,950円／食べ放題 ＋ 飲み放題 ＋ ジェラート1種
●ヒューガルデン&スーパードライの生ビール／ビオワイン
　スパークリングワイン／各種カクテルなど、豊富な種類をご用意しております。

席数
59

☎045-323-9888 休 不定休

【ラ ン チ】11:00～17:00
【ディナー】15:00～22:00(LO21:00)

デリカテッセン

天ぷら ふく西 禅と匠

3,900円～ ［平日限定パーティープラン］

三浦や鎌倉、築地等から仕入れる旬先取りの素材
を中心にご提供。四季の美味しさ、季節を感じる日
本の醍醐味を天ぷらで表現。

●4月平日限定※19：00迄にご入店のお客様に限る
●8名様以上のご利用でファーストドリンク無料（ボトル除く）
●テーブル限定サービス

席数
32

☎045-641-2924 休 不定休

天ぷら

※40名様以上で
　貸切も承ります。

【ラ ン チ】月～金 11:30～15:00 (LO14:30)
土日祝 11:30～17:00

【ディナー】17:00～22:30 (LO22:00)

【ラ ン チ】月～金 11:00～15:00 （LO14:30）
土日祝 11:00～17:00 （LO16:00）

【ディナー】月～金 17:00～23:00 （LO22:30）

【ラ ン チ】11:30～15:00 (LO14:30)
【ディナー】月～土 17:00～23:00 (LO21:00)

日・祝 17:00～22:00 (LO21:00)
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みなとみらいグランドセントラルテラス　〒220-0012横浜市西区みなとみらい4-6-2　サポートセンター Tel.045-640-3401（10:00～17:00） www.mm-terrace.com

※税別表示以外は全て税込み価格となります。

【ラ ン チ】月～金 11:00～15:00 (LO14:30)
土日祝 11:00～17:00 (LO16:30)

【ディナー】17:00～23:00 (LO22:30)

ロティスリー・ティーズ・レイ

4,000円～ ［立食ビュッフェプラン］

フランス製ロティサリーオーブンと富士の溶岩石を
使ったグリラーで焼き上げるダイナミックなビスト
ロ風フレンチが魅力。ソムリエ厳選グラスワインは
常時10種類を用意。

席数
56

☎045-650-1450 休 不定休

ブライダル
２次会

●フリードリンク付、50名～最大100名まで
●6,000円～［着 席 コ ー ス］フリードリンク付、20名～最大50名まで
●5,000円～［大皿着席コース］フリードリンク付、20名～最大50名まで

ロースト＆グリル
ワインダイニングみなとみらい de 焼肉DOURAKU

3,500円～※通常4,500円 ［極上和牛焼肉コース］

宮崎牛認可取扱店。一頭買いで希少部位の提供と
低価格を実現。オーナー自らが目利きした未経産
雌牛使用。

席数
100

☎045-232-4129 休 無休

●2時間飲み放題付5,000円
●当日受付可
※他のサービス券併用不可

Happy Hour 仕事帰りにも、さくっと飲むにもぴったり！ハッピーアワーを利用して、お得に楽しい時間を！

ビストロ・ワイン酒場・Licht リヒト

ビール・カクテル
ワイン（赤白）・日本酒・ハイボール

全品390円！

☎045-232-4534
休 無休

マノ・キッチンカフェ

☎045-228-2333
休 不定休

プレミアムモルツ
ジムビーム
ハイボール

タパス・一部

半額
300〜400円

ロティスリー・ティーズ・レイ

スパークリングワイン・ワイン（赤白）

ノンアルコールカクテル

全品300円！

☎045-650-1450
無休

mm THAI  エムエム タイ

☎045-228-8010
休

ビール・カクテル
ワイン（赤白）・ハイボール

全品390円！

焼肉・韓国料理

（税別）

（税別）（税別）

平日17：00～19：00（LO） 17：00～20：00（LO）

平日17：30～19：00（LO） 平日17：00～19：00（LO）

【ラ ン チ】月～金 11:30～15:30 (LO14:30)
土日祝 11:30～16:00 (LO15:00)

【ディナー】17:30～22:00 (LO21:00)


