
 P A R T Y  P L A N S



１９９０年 『ジャズの帝王マイルス・デイビス』 を

杮落しとしてオープンして以来、

多数のアーティストライヴ、及び年間２７０組の

イベントやパーティーを手掛けて参りました。

通常ライヴ営業では、本格フレンチをブルースアレイ風に

アレンジした創作フレンチを召し上がりながら、ジャズからロックまで

幅広いジャンルの良質のライヴをお届けしております。



LIVE /  EVENT

ライブ/ イベント

ビジネス、お祝いなどのご利用には、

ご要望に合わせたパーティメニューをご用意しています。

お気軽にご相談ください。

目の前に広がる空間こそ

 

お料理におきましても、

最高の音楽によって研ぎ澄まされた

お客様の感性に響く拘りのある逸品の数々を、

一流シェフの手により心を込めて

ご用意させていただきます。



貸切り時間は全体で４時間・人気のパーティープラン

多くの友人・知人などが集まるパーティーは時間を気にせず楽しみたいもの。

BLUES ALLEY JAPAN では一つのパーティーに４時間という貸切り時間を用意しており、ライヴ・イベン

ト・二次会・披露宴など幅広いご利用を頂いております。

例えば音響は 『STEINWAY&SONS NY』 をはじめ、充実した音響機材を取り揃えプロのミュージシャンと

同じステージ造りが可能です。

また、BGM～照明まであらゆるサポートも充実しております。

更にオプションも数多く取り揃え、

入場演出から引出物まで用途にあわせて

ご用意することが出来ます。

詳しいパーティープランは本紙を

ご参照頂きながら、ご説明させて頂きます。

 OUR PARTY PLANS

PRIVATE PARTY
for

ALL MUSIC LOVERS



披露宴・二次会のご案内

取 消 日

取消料金

90～61日前迄

お見積り金額の10％

60～46日前迄

お見積り金額の50％

45日前～当日

お見積り金額の100％

着席ブッフェスタイル　60名様 ～ 140名様（60名様～100名様）

立食ブッフェスタイル　100名様 ～ 250名様（80名様～100名様）

着席コーススタイル 　80名様～（40名様～） 

スタイル

当店はお電話とインターネットによる仮予約申し込みを承ります。
その後、開催当日から3ヶ月前迄にご来店の上ご契約をいただいた上で、
最低保障金額の10％をお申込金としてお支払いいただきます。
契約はお申込金を受理した時点で成立いたします。

お申し込み方法

ご契約の際にお申込金として一部をご入金いただき、開催当日に最終合計金額より
お申込金を差し引いた金額を現金にてご入金いただきます。

お支払い方法

ご契約後、お客様のご都合により日程の変更及び契約の解除をされる場合は、
取消料金として下記に定める金額をお支払いいただきます。

お取り消し

披露宴 / 二次会 / パーティー



開催日時 令和 4年 4月 1日（木）

スタッフ入り時間 17時00分

お客様入退場時間 18時00分（開場・受付開始）～ 21時00分（完全退場）

料　　金 （お一人様）7,150円 × 60名様 
　＋　（セッティング料金）33,000円　　＝　　合計 462,000円　　　

お支払い最低保障金額

☆61名様以上はお一人様につき＋7,150円をお支払いいただきます。
※小学生迄＠3,575（50％）　中学生以上＠7,150円（100％）　

お申込金　

462,000円

46,200円　　　　  令和 4年○月○日ご入金

残金合計（ご契約日現在） 415,800円　　　　決済方法：開催当日現金精算

※披露宴・1.5次会にてテーブルセッティングをご希望の場合、
下記のセッティング料となります。（61名様以上は10名様単価で￥11,000ずつの加算となります）

～ 60名様迄 ￥ 66,000 81 ～ 90名様迄 ￥ 99,000

61 ～ 70名様迄 ￥ 77,000 91 ～ 100名様迄 ￥ 110,000

71 ～ 80名様迄 ￥ 88,000 101 ～ 110名様迄 ￥ 121,000

契約書一部参考例



Buffe  Style
ビュッフェスタイル



特別 Plan

・お料理 / お飲物

 ※お料理はビュッフェスタイルになります。

無料機材貸し出し

・CD デッキ x2

・DVD デッキ（Blu-ray)x1

・有線放送 440ch

・司会用マイク

・パーティー用演出機材（ビンゴゲーム機）

・照明関係 及び ピンスポット

（プロの照明スタッフによる操作）

他

含まれる内容

懐かしい顔ぶれに出会う喜び・・・新たな生活への第一歩を踏み出すウェディングの喜び…

充実した音響・照明機材、150in．

スクリーンなどプロのミュージシャンと同じステージでゼロから作り上げるイベント…

一あなただけの特別な喜びの瞬間作りをお手伝い致します。

60 名様～ お 1 人様 ¥6,050 （税込）



一例 Menu

プッフェスタイル

スモークサーモンとアーリーレッドのスライス

香草入り旬野菜のサラダ

BAJ 風オムレツ

ミックスピッツア

季節の鮮魚料理 BLUES ALLEY 風

若鶏と野菜のフリカッセ

茄子とベーコンのトマトパスタ

きのこのクリームパスタ

パエリア

フルーツ盛合わせ

Free drink （フリードリンク）

ドラフトビール、ワイン（赤・白）、焼酎、

オレンジ、ウーロン茶、コーラ、

そして次から 3 種類お選びください。

（ウィスキー、バーボン、日本酒、

ジントニック、モスコミュール、カシスソーダ、

カシスジンジャー、スクリュードライバー）

特別 Plan Menu



BPlan

含まれる内容

・お料理 / お飲物

 ※お料理はビュッフェスタイルになります。

無料機材貸し出し

・CD デッキ x 2

・DVD デッキ（Blu-ray) x 1

・有線放送 440ch

・司会用マイク

・パーティー用演出機材（ビンゴゲーム機）

・照明関係 及び ピンスポット

（プロの照明スタッフによる操作）

他

サービスオプション

・メインフラワー x 1

・ドライアイス（ご入場演出） x 1 セット

・チェキ x 2 台（フィルム 70 枚）

・クラッカー x 人数分

二次会の他各種パーティー等スタンダードプランとして人気のあるプラン、

パーティーの演出などに必要なオプション付きでご利用戴けます。

バイキング形式で料理の品数も豊富に取り揃えております。

60 名様～ お 1 人様 ¥7,150 （税込）



一例 Menu

プッフェスタイル

スモークサーモンとアーリーレッドのスライス

香草入り旬野菜のサラダ

ミックスピッツア

BAJ 風オムレツ

季節の鮮魚料理 BLUES ALLEY 風

若鶏と野菜のフリカッセ

茄子とベーコンのトマトパスタ

きのこのクリームパスタ

パエリア

フルーツ盛合わせ

Free drink （フリードリンク）

ドラフトビール、ワイン（赤・白）、焼酎、

オレンジ、ウーロン茶、コーラ、

そして次から 3 種類お選びください。

（ウィスキー、バーボン、日本酒、

ジントニック、モスコミュール、カシスソーダ、

カシスジンジャー、スクリュードライバー）

B Plan Menu



LPlan

含まれる内容

・お料理 / お飲物

 ※お料理はビュッフェスタイルになります。

無料機材貸し出し

・CD デッキ x 2

・DVD デッキ（Blu-ray) x 1

・有線放送 440ch

・司会用マイク

・パーティー用演出機材（ビンゴゲーム機）

・照明関係 及び ピンスポット

（プロの照明スタッフによる操作）

他

サービスオプション

・メインフラワー x 1

・ドライアイス（ご入場演出） x 1 セット

・チェキ x 2 台（フィルム 70 枚）

・クラッカー x 人数分

・プロジェクターセット

(150 インチスクリーン）

*(l)  、（2) のいずれか 1 セットを

お選びいただけます

(1) キャンドル付テープルフラワー＆

     キャンドルトーチ

(2) スナップ写真

（プロのカメラマンによる撮影・120 カット）

二次会や 1.5 次会向けのプラン、多彩のブランの中でも特にお勧めするこのプランは、

BPlan のメニューに季節の鮮魚料理とオリジナルデザートの盛り合わせが付いて全 11 品。

さらにサービスオプションの中でスナップ写真を選んで頂くと、

プロのカメラマンが楽しいパーティーの様子を収めてくれます。

60 名様～ お 1 人様 ¥7,700 （税込）



一例 Menu

ブッフェスタイル

スモークサーモンとアーリーレッドのスライス

香草入り旬野菜のサラダ

ミックスピッツア

BAJ 風オムレツ

季節の鮮魚料理 BLUES ALLEY 風

若鶏と野菜のフリカッセ

魚介のトマトパスタ

きのこのクリームパスタ

パエリア

フルーツ盛合わせ

 デザート

Free drink （フリードリンク）

ドラフトビール、ワイン（赤・白）、焼酎、

オレンジ、ウーロン茶、コーラ、

そして次から 3 種類お選びください。

（ウィスキー、バーボン、日本酒、

ジントニック、モスコミュール、カシスソーダ、

カシスジンジャー、スクリュードライバー）

L Plan Menu



UPlan

含まれる内容

・お料理 / お飲物

 ※お料理はビュッフェスタイルになります。

無料機材貸し出し

・CD デッキ x 2

・DVD デッキ（Blu-ray) x 1

・有線放送 440ch

・司会用マイク

・パーティー用演出機材（ビンゴゲーム機）

・照明関係 及び ピンスポット

（プロの照明スタッフによる操作）

他

サービスオプション

・メインフラワー x l

・ドライアイス（ご入場演出） x l  セット

・チェキ x 2 台（フィルム 70 枚）

・クラッカー x 人数分

・プロジェクターセット

(150 インチスクリーン）

*(1) 、（2) のいずれか l セットを

お選びいただけます

(1) キャンドル付テープルフラワー＆

     キャンドルトーチ

(2) スナップ写真

（プロのカメラマンによる撮影・120 カット）

二次会、1.5 次会向けのプラン、多彩のブランの中でも、特にオススメ！このプランは、

LPlan のメニューに季節の鮮魚料理、牛ロース、

オリジナルデザート盛り合わせが付いて全 11 品と豊富に取り揃えました。

さらにサービスオプションの中でスナップ写真を選んで頂くと、

プロのカメラマンが楽しいパーティーの様子を収めてくれます。

60 名様～ お 1 人様 ¥8,800 （税込）



一例 Menu

ブッフェスタイル

スモークサーモンとアーリーレッドのスライス

合鴨肉の燻製・サラダ仕立て

ミックスピッツア

BAJ 風オムレツ

季節の鮮魚料理 BLUES ALLEY 風

牛ロースのロティたっぷりポテトを添えて

魚介のトマトパスタ

きのこのクリームパスタ

パエリア

フルーツ盛合わせ

デザート

Free drink （フリードリンク）

ドラフトビール、ワイン（赤・白）、焼酎、

オレンジ、ウーロン茶、コーラ、

そして次から 3 種類お選びください。

（ウィスキー、バーボン、日本酒、

ジントニック、モスコミュール、カシスソーダ、

カシスジンジャー、スクリュードライバー）

U Plan Menu



EPlan

含まれる内容

・お料理 / お飲物

 ※ブッフェスタイル又はコース料理の

　 どちらかをお選びいただけます

無料機材貸し出し

・CD デッキ x 2

・DVD デッキ（Blu-ray) x 1

• 有線放送 440ch

• 司会用マイク

• パーティ用演出機材

（ビンゴゲーム機・早押しボタン）

• 照明関係及びピンスポット

（プロの照明スタッフによる操作）

他

サービスオプション

・メインフラワー x l

・ドライアイス（ご入場演出） x l  セット

・チェキ x 2 台（フィルム 70 枚）

・クラッカー x 人数分

・プロジェクターセット

(150 インチスクリーン）

*(1) 、（2) のいずれか l セットを

お選びいただけます

(1) キャンドル付テープルフラワー＆

     キャンドルトーチ

(2) スナップ写真

（プロのカメラマンによる撮影・120 カット）

1.5 次会、披露哀向け、特に海外挙式派のカップルに人気のオリジナルウェディングプラン、

料理は旬の素材を取り入れたメニューでパーティーを彩ります。

充実のサービスオプションも注目のプラン。

※ ブッフェスタイル又はコース料理どちらかお選び頂けます。

60 名様～ お 1 人様 ¥14.300 （税込） 



ブッフェスタイル

カクテル風に盛り込んだ海の幸

松の実とクレソン風味の鶉のテリーヌ

くるみオイルで和えた合鴨肉の薫製・

サラダ仕立て

サーモンをのせて焼きあげたあさつき風味の

スクランブルエッグ

ガーリックトーストをたっぷり添えて

ういきょう風味のクリームで和えた

ペンネと真牡蠣

この日のために仕上げた

BLUES ALLEY 風パエリア

鮪のグリエ・バルサミコ風味・

ラタトゥイユを添えて

牛ロースのロティ・たっぷりポテトを添えて

幾種ものパンをのせたプラトー

フルーツ

コースタイル

オマール海老と帆立のコンソメジュレ

真鯛のポワレ・ブルースアレイ風

キャロットソース

牛フィレ肉のロティ・グランデュック風

アスパラガスとトリュフを添えて

パンとバター

フルーツ

E Plan Menu

一例 Menu

Free drink （フリードリンク）

ドラフトビール、ワイン（赤・白）、焼酎、

オレンジ、ウーロン茶、コーラ、

そして次から 3 種類お選びください。

（ウィスキー、バーボン、日本酒、

ジントニック、モスコミュール、カシスソーダ、

カシスジンジャー、スクリュードライバー）



SPlan

含まれる内容

・お料理 / お飲物

 ※ブッフェスタイル又はコース料理の

　 どちらかをお選びいただけます

無料機材貸し出し

・CD デッキ x 2

・DVD デッキ（Blu-ray) x 1

• 有線放送 440ch

• 司会用マイク

• パーティ用演出機材

（ビンゴゲーム機・早押しボタン）

• 照明関係及びピンスポット

（プロの照明スタッフによる操作）

他

サービスオプション

・メインフラワー x l

・ドライアイス（ご入場演出） XI セット

・チェキ x 2 台（フィルム 70 枚）

・クラッカー x 人数分

・プロジェクターセット

(J 50 インチスクリーン）

・キャンドル付テープルフラワー＆

キャンドルトーチ

・スナップ写兵

（プロのカメラマンによる撮影・120 カット）

・ウェルカムボードご用頌

・プロジェクターセット

(150 インチスクリーン）

・ビデオ録画・ライン撮り (2 時間）

披露宴向け、スペシャルプランとしてご用意させて頂くこのプランは、

厳選した旬の食材を生かした、

当店の誇るシェフが造り出す料理が当日のウェンディングパーティーを彩ります。

充実度 No.1 の SpecialPlan で思い出に残るWeddingParty を開催して下さい。

60 名様～ お 1 人様 ¥16,500 （税込）



ブッフェスタイル

カクテル風に盛り込んだ海の幸

穴子とじゃがいものテリーヌ２７種の香草入り

ベネディクティーヌ・ドム酒の

香りとソースの妙味

トマト・いんげん・クスクスのサラダ３種

ノルウェーサーモンとすずきの

マリネの紅白仕立て

芝海老のクネル・ソースナンチュアと

マッシュルームの香りのする手長海老

牛フィレ肉のウェリントン　ブルースアレイ風に

ブレス産鶏のローストハーブと

胡椒の岩塩包み・ピラフを添えて

フランス産フロマージュ

幾種ものパンをのせたプラトー

フルーツ

コースタイル

- 穴子とじゃがいものテリーヌ２７種の香草入り

ベネディクティーヌ・ドム酒の

香りとソースの妙味

海老と帆立のコンソメジュレ

ノルウェーサーモンのグリエとキャベツの

フォンデュ・ベアルネーズソース

牛フィレ肉のポワレ・ソースエルミタージュ　

モリイユとリー・ド・ヴォーを添えて

パンとバター

フルーツ

S Plan Menu

一例 Menu

Free drink （フリードリンク）

ドラフトビール、ワイン（赤・白）、焼酎、

オレンジ、ウーロン茶、コーラ、

そして次から 3 種類お選びください。

（ウィスキー、バーボン、日本酒、

ジントニック、モスコミュール、カシスソーダ、

カシスジンジャー、スクリュードライバー）



機材レンタル・オプションリスト

PA一式

ギターアンプ

ミキサー・各マイク類・マイクスタンド・譜面台・
DI Box・モニター 110,000

【Roland Jc-120】 5,500
【Fender TWIN REVERB】 7,700

ベースアンプ

EBS TD 660　Head& キャビ 7,700
【Ashdown】ABM 500 EVOⅡ 7,700

キーボード

【YAMAHA CP88 】88key 27,500
【YAMAHA MOTIF 7ES】77key 19,800
【HAMMOND B-3】 55,000

ピアノ

【STEINWAY&SONS N.Y】/
ピッチ 441（調律費込み） 44,000

プロジェクター・ビデオ・カメラ

プロジェクターセット /
150 インチスクリーン付 (デッキDV・VHS） 33,000
映像撮影 165,000
チェキ・ポラロイド本体 2,200
チェキ・ポラロイドフィルム /
フィルム追加１セット（３０枚） 2,750

フラワー・キャンドル・ブーケ

メインテーブルフラワー 22,000～
テーブルフラワー
（キャンドル付 / キャンドル無） 3,300～
キャンドルサービス用トーチ（レンタル） 2,200
ブーケ＆ブートニア各種 各種
ヘアード / チョーカー他フラワーパーツ 各種

延長料金

リハーサル延長（1 時間ごと） 55,000
本番時間延長（30 分ごと） 77,000

ドラムス

【PAERL MK.S/ メイプル】
(A) シンバル・スネア・ハット持込み 22,000
【PAERL MK.S/ メイプル】
(B) シンバル・スネア・ハット付 29,700

その他オプション

クラッカー /１０個 ×１Pac
( 日本製・メタルテープ） 440
ドライアイス /２５kg（ご入場演出） 11,000
乾杯用シャンパン 5,500～
ウェディングケーキ ( ケーキカットナイフ付） 各種
引出物及び景品（カタログあり） 各種
婚礼衣装レンタル（ドレス＆タキシード） 各種
ヘアメイク・１回打合せあり
（アテンド　リハーサル別料金） 44,000
カメラマンその他別途料金 / 別紙参照 44,000
司会者・１回打合せあり 49,500
ミュージシャン手配 応相談

スピーカー

レズリー　sp 11,000

R h o d e s

【Fender Rhodes Mark-1】 33,000

マイク

ワイヤレスマイク（１本）＆レシーバー 11,000


