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株式会社東京會舘

東京會舘、2つのビアガーデンを6月にスタート　
～飲み放題プランが豊富な銀座スカイビアテラスと
イベント盛りだくさんの如水会館で夏の思い出を～

大正11年に創業し90余年にわたり日本を代表する国際的な社交場を運営する株式会社
東京會舘(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺 訓章)は「銀座スカイビア
テラス」と如水会館「ビアガーデン」(ともに東京都千代田区)を6月よりスタートしま
す。

銀座スカイビアテラス
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■銀座スカイビアテラス
東京交通会館50周年を記念して一昨年2015年に35年ぶりに復活した銀座スカイビア
テラス。
2017年もマスターズドリームが飲み放題！極上の夜景と生演奏とともにお楽しみくだ
さい。

1.マスターズドリームが飲み放題
サントリー ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリームを含むサントリー ザ・プレ
ミアム・モルツが全てのプランで飲み放題！

2.種類豊富なドリンク
ビールのほかにも6.0ガスボリュームの強力で凍る直前までキンキンに冷やした超炭酸
ハイボールやカクテル、サワー、ワイン、梅酒、ソフトドリンクなど豊富にご用意。

3.飲み放題プラン(すべて税込み価格)
＜ハッピー泡～プラン＞
17時45分までにスカイビアプラン、プレミアムプラン、ラグジュアリープランのいず
れかをご予約で、スパークリングワインも飲み放題でお楽しみいただけます。

＜スカイビアプラン＞
・山葵風味の茹で上げ枝豆
・彩り野菜のスティック レッドチェダーソース
・フライドチキン＆チーズポテト
・香草ポークのオーブン焼 バルサミコのアクセント グリル野菜とトマトソース
・ガーリック塩焼きそば
・ゴボウスティック
飲み放題付 おひとり￥5,000 ※お席は2時間制

＜プレミアムプラン＞
・彩り野菜のスティック レッドチェダーソース
・ピンチョスとシャルキュトリのオードヴルプレート
・真鯛とアサリの白ワイン蒸 4種ピクルスとブラックオリーブ
・ソーセージ盛り合わせ シュークルート、グレインマスタード添え
・香草ポークのオーブン焼 バルサミコのアクセント グリル野菜とトマトソース
・黒トリュフフレイバーのポテトフライ
飲み放題付 おひとり￥7,000 ※お席は2時間半制

＜ラグジュアリープラン＞
・オイルサーディン
・パルマ産生ハムとパルミットの彩りサラダ コブドレッシング



・ピンチョスとシャルキュトリのオードヴルプレート
・チーズバリエーション ドライフルーツ、クラッカーと共に
・真鯛とアサリの白ワイン蒸 4種ピクルスとブラックオリーブ
・牛サーロインのグリエとスパイシーチョリソー ソースボルドレーズ
・小海老のピラフ 濃厚な甲殻類のソースアメリケーヌ
・黒トリュフフレイバーのポテトフライ
飲み放題付 おひとり￥9,000 ※お席は2時間半制

＜ガーデンバースデープラン＞
おひとり様＋1,000円で下記オプションを付けられます
(1)"生演奏"バースデーサプライズ
LIVE感溢れるお祝いを！
(2)お誕生日の方にサプライズメッセージプレートプレゼント
ご希望に合わせたメッセージをお入れします。
(3)スパークリングワイン・フリーフロー
バースデープランなら"スパークリングワイン"も飲み放題！
※こちらのプランはお電話での事前ご予約でのみ承ります。
※スカイビアプラン、プレミアムプラン、ラグジュアリープランご予約のお客様が対
象となります。
※1日数組限定のプランとなります。
飲み放題付 おひとり￥6,000～ ※お席は2時間半制

4.丸の内サンセット＆夜景
美しいサンセットから夜景へのうつろいゆく美しい景色を楽しみながら冷えたビール
で喉を潤す…。
カウンター席でしっとりと、ロマンチックに過ごすのも、大勢でワイワイと過ごすに
も、心地よい風に吹かれながら地上約40メートルより東京駅、国際フォーラムのアト
リウム、銀座の街並み、汐留方面の景色など、存分にお楽しみいただけます。

5.生演奏
心地よい音色が雰囲気を盛り上げます。美しい景色とおいしいビール、料理、そして
ライブで楽しい夏の思い出を！

【店舗詳細】
店舗名 ：銀座スカイビアテラス
https://www.kaikan.co.jp/skybeerterrace/
開催期間：2017年6月1日(木)～9月10日(日)
※(6月のみ日曜日定休、7～9月無休・悪天候時営業休止あり)
営業時間：17:00～22:00(食事 L.O.21:00、ドリンク L.O.21:30)
所在地 ：東京都千代田有楽町2-10-1 東京交通会館13F

https://www.kaikan.co.jp/skybeerterrace/


TEL ：03-3212-2776
アクセス：JR・山手線・京浜東北線 有楽町駅 徒歩1分
地下鉄 ・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 D8出口 徒歩1分
東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線 銀座駅 C9出口 徒歩3分

※雨天等天候により中止になる場合がございます。
※プレミアムプランとラグジュアリープランをご予約のお客様は悪天候中止時、15階
の銀座スカイラウンジをご利用いただけます。(別途 要事前予約)

■如水会館 ビアガーデン
皇居にもほど近い場所にある如水会館。ここの3階 庭園は緑に囲まれた都会のオアシ
ス。2017年はキリン一番搾りとサントリー ザ・プレミアム・モルツ＜香るエール＞
をご用意しました。バンド演奏、氷の彫刻実演などのイベントが盛りだくさんの「如
水会館 ビアガーデン」は6月7日(水)より平日限定でオープンします。
土・日・祝日は貸切ガーデンパーティを30名様より承ります。

1. キリン一番搾りとサントリー ザ・プレミアム・モルツ＜香るエール＞
人気の2銘柄を飲み比べ。カジュアルガーデンプランを除くプランでお楽しみいただけ
ます(カジュアルガーデンプランはキリン一番搾りあるいはサントリー ザ・プレミア
ム・モルツどちらかの飲み放題)。パラダイスガーデンプランはスパークリングワイン
も飲み放題！

2. 種類豊富なドリンク
ビールのほかにもサワー各種、ワイン、ウイスキー、ソフトドリンクなど豊富にご用
意。お得な飲み放題プラン￥2,300～もご用意しております。

3. 毎週月曜日はレディース優待デー
グループの中におひとりでも女性がいれば全員のご飲食代が10％引きに！

4. 毎週月～木曜日はバンドの生演奏
日替わりで行われる生演奏をお楽しみいただけます。

5. 2014文部科学大臣賞受賞者による氷の彫刻実演
7月21日(金)、8月18日(金)、9月8日(金)は氷の彫刻実演を開催。彫刻を行う三輪 裕
之は2014氷彫刻世界大会・個人戦にて文部科学大臣賞を受賞。繊細で涼しげな作品を
ビールとともにお楽しみいただけます。

6. 飲み放題プラン(すべて税込み価格)
＜カジュアルガーデンプラン＞



・牛カルビ
・ラムランプ
・ポークカルビ
・ジャンボフランク
・野菜盛り合わせ
・枝豆
・フライドポテト
・グリーンサラダ
飲み放題付 おひとり5,000円 ※お席は2時間制

＜デラックスガーデンプラン＞
・牛カルビ
・ラムランプ
・ポークカルビ
・ジャンボフランク
・シーフード盛り合わせ
・野菜盛り合わせ
・枝豆
・フライドポテト
・シーザーサラダ
・サーモンマリネ
・クリスピーピザ
・ソース焼きそば
飲み放題付 おひとり6,500円 ※お席は2時間制

＜パラダイスガーデンプラン＞
・アンガス牛サーロイン
・ラムチャップ
・イベリコ豚
・シーフード盛り合わせ
・野菜盛り合わせ
・枝豆
・フライドポテト
・シーザーサラダ
・サーモンマリネ
・クリスピーピザ
・チーズ＆クラッカー
飲み放題付 おひとり8,000円 ※お席は2時間制



【店舗詳細】
店舗名 ：如水会館 ビアガーデン
https://www.kaikan.co.jp/josui/banquet/beer.html
開催期間：2017年6月7日(水)～9月8日(金)
※6月12日(月)、6月19日(月)、6月26日(月)、土・日・祝日 休み
所在地 ：東京都千代田区一ツ橋2-1-1
TEL ：03-3261-1101(代表)
アクセス：地下鉄東西線竹橋駅下車 1b出口 徒歩4分／3a出口 徒歩5分
地下鉄半蔵門線神保町下車 A8、A9出口 徒歩3分
都営地下鉄三田線神保町下車 A8、A9出口 徒歩3分
都営地下鉄新宿線神保町下車 A8、A9出口 徒歩3分

※雨天等天候により中止になる場合がございます。

■東京會舘について
東京會舘本舘は、建替えのため2015年1月末日で一度クローズしました。建替え後、
新本舘での営業は2019年1月に再開する予定です。本舘休館中におきましても、東京
會舘グループの各営業所にて、本舘の変わらぬ味とサービスをお楽しみいただけます
。

■会社概要
社名 ： 株式会社東京會舘
所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
(2015年1月31日をもって建替えのため休館。2019年1月、丸の内新本舘を開業。)
代表 ： 代表取締役社長 渡辺 訓章
創業 ： 大正11年(1922年)11月1日
事業内容： 宴会・結婚式場・レストランの経営、
洋菓子・パンの食品製造・販売等
URL ： https://www.kaikan.co.jp

■本件に関するお問い合わせ
株式会社東京會舘
広報担当： 雪野
TEL ： 03-3215-2111(代)
FAX ： 03-3215-5606
MAIL ： j_yukino@kaikan.co.jp

https://www.kaikan.co.jp/josui/banquet/beer.html
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銀座スカイビアテラス
スカイビアプラン(銀座スカイビアテラス)

プレミアムプラン(銀座スカイビアテラス) ラグジュアリープラン(銀座スカイビアテラ
ス)

ガーデンバースデープラン(銀座スカイビア
テラス) 如水会館 ビアガーデン

カジュアルガーデンプラン(如水会館) デラックスガーデンプラン(如水会館)
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パラダイスガーデンプラン(如水会館) 如水ガーデンバーベキュー(如水会館)
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