
ルーフトップ バー

プライベートパーティープラン

アンダーズ 東京の最上階52階のルーフトップ バーでは、貸切パーティーのご予約を承っております。

軽食もしくは、ブッフェスタイルのお料理とフリーフローのお飲物を東京湾を望む絶景とともにお楽しみください。

お食事（１名様料金）

 1,980円（カナッペ3種） / 3,300円（カナッペ5種） / 6,600円（カナッペ10種）

7,700円（ブッフェ：冷菜） / 9,900円（ブッフェ：冷菜・温菜） / 12,100円（ブッフェ：冷菜・温菜・デザート）

お飲物（1名様料金 / フリーフロー2時間） ※20分前ラストオーダー

※ご飲食の最低利用料金は、550,000円となります。

ご利用時間 2時間制 / 17:00～22:00

ご利用人数 35名～120名様

オプション料金 DJによる音楽 55,000円（2時間）

会場費 日曜日～木曜日 1,430,000円 / 金曜日～土曜日（祝日）1,980,000円

ご予約・お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります。
TEL: 03-6830-7739（レストラン予約）   Mail: tokyo.restaurant@andaz.com

※表記の税込み価格に15％のサービス料が加算されます。ただし、会場費には加算されません。
※ルーフトップ バーはテラスエリア、店内エリアに分かれております。ご人数様に合わせて、最適なエリアをご提案させていただきます。
※荒天の場合、状況により店内エリアのみでご案内させていただく可能性もございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※会場のキャンセル料等については、「宴会・催事規約」をご覧ください。
※写真はイメージとなります。
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  8,800円：乾杯用スパークリングワイン1杯、ハウスワイン（赤・白）、ビール、ソフトドリンク
11,000円：スパークリングワイン、ハウスワイン（赤・白）、ビール、ソフトドリンク　　
13,200円：シャンパン、ハウスワイン（赤・白）、ビール、ソフトドリンク



ANDAZ TOKYO TORANOMON HILLS

52nd Floor, Toranomon Hills Mori Tower,
1-23-4 Toranomon, Minato-ku,

Tokyo 150-0001 Japan
T +81 3 6830 1234
F +81 3 6830 12 1 1

andaztokyo.com

Rooftop Bar

Private Party Plan
The Rooftop Bar located on the top 52nd floor of Andaz Tokyo is available for private party reservations.
Enjoy light bites or buffet-style cuisine and free-flowing beverages with a spectacular view of Tokyo Bay.

Food

 JPY 1,980 (3 canapés) / JPY 3,300 (5 canapés) / JPY 6,600 (10 canapés)

*Served in a pass around style.

 JPY 7,700 (Buffet: Cold Dishes) / JPY 9,900 (Buffet: Cold and Hot Dishes) / JPY 12,100 (Buffet: Cold/Hot Dishes and Dessert)

Beverages (Free flow 120 minutes / 100 minutes last order)

*Minimum spend for food and beverage: JPY 550,000

For reservations and inquiries, please contact restaurant reservations by phone or email.

TEL: 03-6830-7739 (Restaurant Reservation)    Email: tokyo.restaurant@andaz.com

* A 15% service charge will be added to the listed prices including tax (Not added to the venue fee).
* The Rooftop Bar is divided into the terrace area and the inside area.
 We will suggest the most suitable area according to the number of people at the bar.
* In case of stormy weather, the terrace area may be affected by wind and rain.
 Please note that there is a possibility we may accommodate guests only in the store area depending on the situation.
 We appreciate your understanding in advance.
* For the cancellation fees, etc., please refer to the information listed in the "Banquet Regulations".
* The above image is for illustration purposes only.

 JPY 8,800 : One glass of Sparkling Wine for toast, House Wines (Red and White), Beer, Soft Drinks

JPY 11,000 : Sparkling Wine, House Wines (Red and White), Beer, Soft Drinks

JPY 13,200 : Champagne, House Wines (Red and White), Beer, Soft Drinks

Time 2 hours / 17:00 to 22:00

Number of guests 35 – 120 people

Options Live DJ JPY 55,000 (2 hours)

Venue Fee Sunday-Thursday JPY 1,430,000 / Friday-Saturday (Holidays) JPY 1,980,000


