
PARTY INFORMATION

ADDRESS 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ 3F
 JINGUMAE,SHIBUYA-KU,TOKYO 4-12-10 OMOTESANDO HILLS 3F 

RESERVATION 03-5410-8100

TEL 03-3480-0800

HOURS OPEN  11:00-23:00 ( Sunday 22:30 )

 LUNCH  11:00-15:00

 DINNER  17:00-23:00

 FOOD  L.O.22:00 ( Sunday 21:30 )



＊ 予定人数より少なかった場合でも最低保障料金は頂戴致します
＊ お客様の責任により汚損、物品の破損等が生じた場合、修正実費をご負担頂きます
＊ フード、ケーキに関するご注文内容の変更は、7日前迄にいただけますようお願いします
＊ お荷物搬入は、お預かりは、2日前より承ります
＊ ご予約のキャンセル時には最低保障金額をベースに、下記キャンセル料を頂戴致します
　 ～1か月：10% ｜ ～2週間：30％ ｜ ～1週間：50％ ｜ ～前日:80％ ｜ ～当日：100％

シンプルなデザインで黒を基調とした店内は落ち着きのある印象を作り出す。大きな黒板を使った
セクシーアートに囲まれて、誰もが気軽にくつろげるような空間を演出しております。

「フラテリパラディソ」独特の雰囲気、時間、存在感を作り、サービスと本物のイタリアンで
思い出に残る時間をお楽しみください。

〝フラテリパラディソ〟は2001年シドニーのポッツポイントでEnrico Paradiso と
 Giovanni Paradiso の兄弟とMarco Ambrosinoの３人がオープンしたイタリアン
ダイニングです。長年にわたって地元のファンをはじめとする常連客が集まり
シドニーの飲食事情や流行を熟知してる人々から「ここに行けば間違いない」

と言われており、朝から夜まで人が溢れる賑やかな雰囲気の中、
お客様とスタッフが一体化するような魅力的なサービスが人気を呼んでいます。

そしてさらに表参道らしい〝フラテリパラディソ〟で記憶に残るパーティーをご提案致します。

お日にちや人数などお気軽にお問合せください。

シドニー発、ナチュラルイタリアン

ANITIPASTI
オリーブとモッツァレラチーズ
ボッタルガプレッツェル

季節のフルーツとパルマ産生ハム
アランチーニ　ジェノベーゼソース

旬の魚介のカルパッチョ

PRIMI
熟成肉を使ったボロネーゼ　タリアテッレ

パルミジャーノチーズのリゾット
モッツァレラチーズとトマトソースのペンネ

SECONDI
豚肉の低温調理と赤玉ねぎのロースト
鶏もも肉の猟師風　カッチャトーラ

CONTORNI
イタリアンフライ　トリュフ風味

DOLCI
ティラミス

季節のデザート

PARTY PLAN
8,000YEN

FREE DRINK

FEE  &  OPTIONLAYOUTPARTY PLAN

AGREEMENT

料金・オプション エリア貸切
ダイニング

エリア貸切
BAR 全貸切

立食ブッフェ:6,000円～[6,480円～]
着席コース:8,000円～[8,640円～]

着席シェアコース:7,000円～[7,560円～]

100,000円

10,000円 (ワイヤレスマイク×2)

30,000円

30,000円

御一人様あたりの単価

音響使用料

映像使用料
（プロジェクター）

DJ機材レンタル費

クローク札、受付台、手提金庫貸出、照明演出、個室対応など、ご用意しております
※ お食事は全てビュッフェスタイルでご用意させていただきます。
※ 着席コースをご希望の場合はご相談ください。
※ メニュー内容は季節や仕入れ状況により変更する場合が御座います。
   ご了承下さいませ。
※ 料金はお一人様分の税抜き価格です。

無料オプション

会場使用料金

３ヶ月先まで予約可
1週間前までに人数、内容確定

人　数

ご予約 ・人数変更

実施可能時間　範囲

宴会時間

最低保障料金（人数）

立食：100名
着席：80名

[LUNCH]
平日:250,000円

土・日・祝:350,000円

[DINNER]
平日:300,000円

土・日・祝:400,000円

[終日貸切]
平日:600,000円

土・日・祝:800,000円

[LUNCH]
平日:150,000円

土・日・祝:200,000円

[DINNER]
平日:200,000円

土・日・祝:250,000円

[終日貸切]
平日:300,000円

土・日・祝:400,000円

[LUNCH]
平日:350,000円

土・日・祝:450,000円

[DINNER]
平日:400,000円

土・日・祝:500,000円

[終日貸切]
平日:800,000円

土・日・祝:1,000,000円

立食：180名様まで
着席：80名（レストランのみ）

立食：60名
着席：40名

11:00-22:00 （23：00完全撤収）

2.5時間
（受付30分、本番2時間） ※撤収時間別

スパークリングワイン / ロゼスパークリングワイン / 赤ワイン 
白ワイン / ハイボール / 生ビール / アペロールスプリッツ 
ピーチソーダ / マリブコーク / ディタグレープ / ジントニック
モスコミュール / ラムコーク / カンパリソーダ / カシスオレンジ
コーラ / ジンジャーエール / オレンジジュース / アップルジュース
ウーロン茶 / グレープフルーツジュース

ANITIPASTI
ボッタルガプレッツェル

季節のフルーツとパルマ産生ハム
アランチーニ　ジェノベーゼソース

PRIMI
熟成肉を使ったボロネーゼ　タリアテッレ
モッツァレラチーズとトマトソースのペンネ

SECONDI
豚肉の低温調理と赤玉ねぎのロースト

CONTORNI
イタリアンフライ　トリュフ風味

DOLCI
パンナコッタ　フランボワーズソース

季節のデザート

FREE DRINK

スパークリングワイン / 赤ワイン / 白ワイン / ハイボール
生ビール / ジントニック / モスコミュール / ラムコーク
カンパリソーダ / カシスオレンジ / コーラ / ジンジャーエール
オレンジジュース / アップルジュース / ウーロン茶

[ BAR ]
立食 60名
着席  40名

A
ドリンクスペースA

ビュッフェスペースB

B

BAR LOUNGE

KITCHEN

MAIN TABLE

MAIN DINING

A

[ 全体貸切 ]
立食 180名
着席   80名
(レストランエリアのみ)

ドリンクスペースA

ビュッフェスペースB

B

KITCHEN

[ レストラン ]
立食 100名
着席   80名
(レストランエリアのみ)

ビュッフェ & ドリンクスペースA

A

PARTY PLAN
6,000YEN


