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PRICE LIST

予約金
（お預金）

50,000yen
（パーティー当日にご返金致します。）

ご飲食代金 お一人様
（フリードドリンク 2ｈ）

（ビュッフェ形式）

カジュアルプラン

お一人様4,400yen
※実来店人数のご請求

スタンダードプラン

お一人様5,500yen
※実来店人数のご請求

ハイクラスプラン

お一人様6,600yen
※実来店人数のご請求

OTHER PRICE

ウェディングケーキ 1段 33,000yen
40㎝×30㎝×10㎝

2段 44,000yen ハーフ 22,000yen
20cm×15㎝×10㎝

ドリンク30分延長 お一人様330yen

チェキ 2台 レンタル
※フィルムはつきません。

3,300yen

フォトプラン
写真撮影 200カット データ納品

33,000yen

演出オプションパック
ウェディングケーキ・フォトプラン・写真撮影200カット

66,000yen → パック料金 55,000yen

※全て税込価格となります。
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基本設備のご案内

備品・設備 オーディオ機材

ビンゴ台・くじ引きボックス2台
※カードはご用意下さい。

ワイヤレスマイク2本（SHURE、AKG）
マイクスタンド小×1・マイクスタンド大×1

カラーペン（ポスカ） DVDプレイヤー
（パイオニアDV-2020)

イーゼル（ウェルカムボードを立てる台） D-SUB15PINケーブル
（パソコンからの映像出力）

クローク・控室 音声 出力ピンジャック
（Ipod,walkman,pcなど）

ハンガー100本 ミキサー
YAMAHA  MG102C

くじ引きボックス ２つ 店内プロジェクター・スクリーン
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映像・音声出力について

音声ケーブル（RCA端子）

Dsub15ピンケーブル（VGA端子） 映像出力ケーブル（コンポジット出力）

音声ケーブル（RCA端子）

HAPPY☆
WEDDING!!

映像出力について

☆映像の出力はDVDプレイヤーまたは
パソコンからの出力となります。

☆パソコンからの出力の場合は
D-SUB15PINケーブルから
接続が可能です。

☆マックや薄型ノートPCからの接続に
必要なVGA変換アダプタは
ご用意がございますのでご安心下さい。

音声出力について

★CDをお持込の場合はDVDプレイヤー
からの接続となります。

★その他、オーディオプレイヤー
（Ipod,walkman,pc)などピンジャック
が入る機器であれば音声出力が可能です。

★マイク、DVD、オーディオプレイ
ヤーなど、全ての音源はミキサーから音
声の出力コントロールが可能です。

ミキサーYAMAHA MG102C

※パソコンはお持ち込み下さい。 ※DVD・CDの動作確認は
お送り頂ければ確認を致します。

PC,IPOD,などをご利用の際はオーディオプレイヤーのボリュームを最大し、ミキサーで音量の調節をします。
※オーディオプレイヤーの音量を最大にしないと音が出ませんのでご注意下さい。

ココがポイント！
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会場レイアウト

Main Table

Buffet

MC

Cloak

room
PA

B

A

R

□上記レイアウトは80名様～1６０名様でご利用のお客様に向けた
スタンダードレイアウトパターンです。

点線 より下のエリアはテラスエリアとなります。

レイアウトは椅子を会場の周りに設置してありますが、テーブルの周りにも椅子を配置し、
テラスエリアで約60席まで設置可能です。

また、おタバコは分煙致しておりますが、ご希望であればお申し付け下さい。
通常は入口の外のみ喫煙にてご案内を致しております。

Reception 柱

柱

S
C
R
E
E
N
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時 間 進 行 所要時間
詳 細

進 行 裏 方 用意するもの

19:15 幹事入り
会場準備 15分

19:30 受付開始
30分

ドリンク開始19:45

20:00 新郎新婦入場

15分
新郎挨拶

乾杯挨拶

ケーキカット

20:15
30分（歓談タイム）

20:45
15分余興

21:00
30分ゲーム

21:30 景品授与

15分21:35 ドリンクL.O

21:45 新婦挨拶

30分

21:50 新郎新婦退場

21:55
ゲスト退場お見
送り

22:15 ゲスト完全退出

22:30
片付け精算

15分
完全退出

パーティーの流れ

①右記、タイムスケジュールは契約時間19:30～22:30迄の2次会パー
ティーのタイムスケジュール一例です。

参考に進行表をご作成下さい。

②ご契約時間は となりますが、

幹事様は契約時間の よりお入り頂けます。

③パーティー結び前の雰囲気を考慮しドリンクラストコールは

しておりません。

司会の方より開宴前にご案内をお願いしております。

尚、契約時間終了30分前にはドリンクはクローズとなります。

④新郎新婦様のご入場→ケーキカットのエスコートは

当店のスタッフがご誘導させて頂きます。

また、ケーキカット用のナイフ、ファーストバイトのスプーンは予めテー
ブルにセットされております。

⑤リムジンからの入場の場合は入場時刻の30分前に挙式会場にお迎えに
あがり、入場の5分前に待機場でお待ち頂きます。

ゲストの皆様のお迎えとドリンクの準備が整い次第、

担当者がリムジンをお呼び致します。

⑥何らかの理由で進行時間が押した場合、ご延長も可能です。（有料）

但し、前後にパーティーが入っている場合、ご延長ができませんので予め
ご容赦下さい。

また、遅くとも完全退出の

完全退出の30分前の時間帯で催物をされている場合は延長料金の対象と
なりますのでご注意下さい。

☆延長料金については別紙パーティー規約をご参照下さい。

☆音響・映像のについては事前に動作確認をお勧めしております。詳しく
はスタッフまで

19：30～22：30迄のご利用 進行表 一例

3ｈ
15分前

30分前にはゲストのご退出をお願い致します。
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Q＆A

ベスト1:ゲームで使う景品やプチギフトなどは前日から置かせて頂く事は可能でしょうか？

A:可能です。パーティーで使う景品や備品は前日からお預かり致します。
14：00～16：00の間でご郵送またはご予約の上お持込下さい。
※お送りいただくお荷物には必ず新郎新婦様のお名前・開催日をご記入下さい。

ベスト2:持ち込み料金について教えてください？

A:ウェディングケーキのみ料金が掛かります。（￥11,000-サービス料込）
ドリンクのお持ち込みは料金が掛かりません。

ベスト3:本契約のご利用人数（有料人数）その他契約内容はいつまでに言えばいいですか？

A:パーティー当日の一週間前迄にお知らせください。全ての契約内容の確認は
一週間前に最終確定をお願いしております。進行表もその際にご提出ください。
※フォトプランをお申込みのお客様は1か月前までにお願い致します。

ベスト4:新郎新婦の控室やクロークはありますか ？

A:ございます。当店では荷物棚とハンガー掛けがございます。
お荷物の管理はお客様方で管理して頂いておりますので各々荷物を置いていただくか又は幹事様方で
クローク係りをつけて管理をお願いしております。
当店のクロークは十分にスペースがございますのでこちらを控室としてご利用頂く事も可能です。

ベスト5:お支払方法を教えて下さい
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A:お支払はパーティー終了後、皆様完全ご退出されました後に現金でお支払い頂きます。
※カードご利用時はサービス料10%を頂戴しております
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Beer Wine

Spirits

liqueur

Drinks
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パーティーに関する規約

当レストランを披露宴・2次会・その他貸切パーティー等（以下「パーティー」）

を催行する際は本規約に従ってご利用頂く事になります。

１．本予約金のお支払 (お預り金）

■ 2次会及びその他貸切・・・・・・・・5万円

ご都合によりご来店不可能な場合はお振込でもご案内しておりますが、

当店のご指定のお日にちまでにお振込・本契約書確認が取れない場合は

誠に恐縮ですが先のお客様をご優先させて頂きますのでご注意くださいますようお願い致します。

また予約確定後の予約金はいかなる理由におきましてもご返金致しかねますので予めご了承下さい。

お振込先 ジャパンネット銀行 本店 普通

口座番号4816935     口座名義 X-SHOTS（カ

※必ず開催日とお名前を入力ください。

※お振込手数料はご負担下さい

２．残金のお支払

■ 2次会及びその他貸切･･･

ご予約書に沿って算出した当日の価格をパーティー終了後に現金にてご精算いただきます

３．有料人数（お食事分の人数）の確認

お料理をご用意する人数（以下「有料人数」）は、

実施予定日の7日前迄に担当者までご通知下さい。

それ以降は全て手配が完了致しておりますので、有料人数から減少した場合、有料人数分の料金を頂戴致します。

また、有料人数を上回った場合,増えられた分のお料理をご用意いたしますのでご人数分の料金を頂戴します。

４. キャンセル料

既にご契約頂きましたお申込みを、お客様のご都合によりキャンセルされる場合、以下のキャンセル料を頂戴致します。

尚、お電話及び代理人によるキャンセルはお取り扱いできません。

また、当店の過失または社会情勢により営業ができない期間内はキャンセル料はかかりません。※天災、都市封鎖

必ずご本人様がご来店の上、お申込み下さい。

※お見積額は、キャンセルのご依頼を頂いた時点で作成されている最終お見積の内容です。

≪キャンセル料≫

●2次会その他貸切の場合

①予定日より90日前～81日前迄・・・予約金全額＋営業保証料金10％

②予定日より80日前～61日前迄・・・予約金全額＋営業保障料金30％

③予定日より60日前～31日前迄・・・予約金全額＋営業保証料金60％

④予定日より30日前～15日前迄・・・予約金全額＋営業保障料金全額

⑤予定日より14日前～当日・・・・・・お見積合計金額全額

≪日時変更について≫

情勢における日時変更を余儀なくされた場合、予約日から12ヶ月（360日）未満であれば変更を承ります。

※予約日より361日以降の日時変更は誠に恐れ入りますが、キャンセル扱いとさせて頂きます。

また、予約日から3カ月以降（90日目以降）12か月未満（360日未満)の場合は恐れ入りますが、
予約日の保証料金を先にお納め頂きます。※ここでの予約日は変更日ではありません。
詳しくは担当スタッフにお申し付け下さい。

５．各業者の手配

パーティーに関する衣装、装飾、音楽、写真、司会等の各演出につきまして、お客様が直接当店
以外の業者に依頼される場合には、パーティーを円滑に進行させるため、
当店担当者へ事前にご連絡頂き、当店とのお打合せが済み次第正式にご手配願います。
尚、この場合、ご手配された業者と当店との間で、別途打合せをさせて頂く場合がございます。

６．損害賠償

お客様又は関係者（お客様側の全ての関係者を含む）が直接依頼された業者の方々により、
当店の施設、什器備品等に損傷等の損害を与えた場合には、
その修理に関して当店よりご指示申し上げますので、速やかに修理を行うか、
または損害賠償をご負担下さいますようお願い致します。

７．解約

パーティーにご出席されるお客様が、法令または公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると当店で
判断した場合、また当店からご提示致しました最終お見積書のご請求金額が期日迄に
お支払頂けない場合は、パーティーのお申込みをお断りするか、
または既にご成約頂いた場合でも解約させていただく場合がございます。
尚、解約となった場合はキャンセル料の規定に基づきますので予めご了承下さい。

８．禁止事項

以下に掲げる行為につきましては認められておりません。
①お申込みの際のご利用目的以外で事前に当店の認めていない用途でのご使用。
②店舗のイメージを著しく損ねると当店が判断した行為。
③公序良俗に反する行為。（脱衣等）
④他のお客様、近隣の方のご迷惑となる行為。
⑤備付品の移動。
⑥犬、猫、鳥その他動物のお持込み。
⑦発火物、危険物のお持込み。
⑧その他法令で禁じられている行為。

９．その他の注意事項

・貴重品に関してはお客様で管理をお願い致します。当店では紛失による一切の責任を負いかねます。
・装飾、音響に関しましては担当者に事前承認の上ご利用ください。
・パーティーの開始並びに終了は時間厳守でお願い致します。
※完全退出時間を超えてしまいますと15分単位で延長料金が発生致します。
総額の10% / 15分毎

・時間延長をご希望の場合は、次の予約がない場合のみ可能とし、延長料金を申し受けます。
・30分毎にお一人様500円（税抜）ドリンク込み
・両替は受付けておりませんのでお客様の方でご持参ください。
・機材には万全を期しておりますが、お客様の使用により性能が著しく低下した場合、
その事由による保証は致しかねますので予めご了承ください。
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