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PARTIES - ROTI ROPPONGI
Please select your food and drinks package from the information below and
then get in touch with us either by phone (03-5785-3671)
or by E-Mail info@roti.jp
フードとドリンクのパッケージプランに付きましては、以下よりお選び下さいませ。
ご予約の際はお電話（０３−５７８５−３６７１）またはE-mailアドレスinfo@roti.jpまでご連絡をお願い申し上げます。

If you have special requirements we are more than happy to discuss them with
you, and of course are willing to help create your own personal custom event
at the restaurant. All prices are inclusive of 8% local sales tax.
またその他パーティーに関するお問い合わせや、特別なリクエストなどもお気軽にご相談下さいませ。
尚、全ての表⽰価格は税込み価格となっております。

FOOD
TABLE SHARE DINNER 3.500pp
(seated party)
Seated table share dinners are available for booking from 10-40 guests and
include the chef's six-course menu selected from our current dinner menu
served family style.
テーブルシェアディナー 3,500円（お⼀⼈様）
着席パーティー、⼤⽫取り分けスタイルのプランです。１０−４０名様にてご予約をお承ります。シェフのお勧めによる前菜から
メインディッシュまで６品の内容にてお料理をご⽤意させて頂きます。

COCKTAIL FINGER FOODS 2.500pp
(Standing party)
A selection of six different types of finger food that you can enjoy without
the need of a knife and fork, ideal for a standing cocktail party and for a
light meal. Our finger foods mens change quite often, but we are happy to
send you a written menu once we hear from you.
カクテルフィンガーフード 2,500円（お⼀⼈様）
⽴⾷パーティー。軽⾷やカクテルパーティーをイメージした⽴⾷スタイル、ナイフやフォークなどの使⽤の必要の無い６種類の
フィンガーフードをご⽤意致します。メニューの内容は時期により異なります。事前にメニューの詳細をご希望の場合は、お問
い合わせの際に、申しつけ下さい。折り返し、メニューをお知らせ致します。

DINNER BUFFET 3.500pp
(Standing party)
We are happy to provide special dishes for any vegetarians or allergy
sufferers that may be coming to your party
Please advise us about this 3 days prior to you're booking date.
ディナーブッフェ 3,500円（お⼀⼈様）
⽴⾷パーティー。ベジタリアンや特別なアレルギーをお持ちの⽅への対応も喜んで承ります。ご要望をお持ちの際は、パーティー
当⽇より３⽇前までにお申し付け下さい。

COFFEE & DESSERT 500pp
If you would like to add drip coffee service and dessert platters to your
party please let us know.
コーヒー＆デザート ５００円（お⼀⼈様）
お客様のプランに追加お⼀⼈様５００円にて、デザートとドリップコーヒーサービスをご⽤意させていただきます。ご希望の際
は、ご予約の際にお申し付け下さい。

DRINKS
FOUR-DRINK PACKAGE 2.000pp
house bubbles, white & red wine, domestic beer, cocktails
Soft drinks on request. We will provide you with four drink tickets per
person for your guests. tickets can be used to order drinks during your event
at the bar. if you need to purchase extra tickets we can arrange that for you
４ドリンクチケットパッケージ 2,000円（お⼀⼈様）
ハウススパークリングワイン、⽩ワイン、⾚ワイン、⽣ビール（国産）、カクテル各種
またソフトドリンクもご注⽂可能です。お⼀⼈様に４枚のドリンクチケットをお渡し致します。チケットはイベントの時間内で
ご使⽤可能です。また、ドリンクチケットの追加購⼊も可能で、ご対応致します。

FREE-DRINKS PACKAGE 3.000pp
house bubbles, white & red wine, domestic beer, cocktails
Soft drinks on request. Un-limited drinks for a 2-hour period.
飲み放題パッケージ 3,000円（お⼀⼈様）
ハウススパークリングワイン、⽩ワイン、⾚ワイン、⽣ビール（国産）、カクテル各種
またソフトドリンクもご注⽂可能です。２時間の飲み放題です。（ラストオーダーはパーティー終了の１５分前となります。）

INFORMATION
CAPACITIES
bar 25-40 / バー 25-40⼈
dining room 50-70 / ダイニングルーム 50-70⼈
bar & dining room 75-110 / バー＆ダイニングルーム 75-100⼈
terrace only 50-70 / テラスのみ 50-70⼈
terrace, bar & dining 100-130 / テラス＆バー＆ダイニングルーム

100 - 130⼈

PARTY BOOKING TIMES
As a rule party bookings are for a 2 hour duration. If you would like to
extend this time please speak with a manager, and additional charge might
required although at some times it might be possible to extend your party a
little with-out incurring extra charges
パーティーのご利⽤時間については、通常は２時間制となっております。ご延⾧をご希望の際は、マネージャーにご相談をお願
い申し上げます。飲み放題をご延⾧される際などは、追加料⾦をご提⽰させて頂く事がございます。

PRIVATE USE OF THE RESTAURANT
Private use of the restaurant is subject to a party or event booking meeting
the minimum revenue requirement for the time-period selected as this amount
changes season to season we will advise you what this is when you make you're
booking. If you are planning a small party, it is not usually possible for us
to make it private, meaning other areas of the restaurant would be open to
regular customers
レストラン全館貸切イベントにつきまして。レストラン全体を貸切としたイベントの際は、最低⽀払い⾦額をご提⽰致しますが、
季節や曜⽇、時間帯などによりまして料⾦の変動がございますことをご了承下さい。その他のレストラン全館貸切イベント以外
の
パーティーのお客様には、ご利⽤スペース以外は通常営業として他のお客様をご案内させて頂く事のご理解お願い申し上げます。

FINAL NUMBER OF GUESTS
Please let us know the final number of guests attending 2-days prior to your
event, your final charge will be based on this number regardless of how many
actually attended, any Additional extra guests served, over and above this
number will be charged for at the agreed rate, on the night we will perform a
guest count and confirm this actual guest count with you
最終⼈数決定については、イベント当⽇より２⽇前までに確定をさせて頂きます。尚、こちらを最終確定請求⾦額とさせて頂き
ます。（当⽇の⼈数の減少に関わらず。）また当⽇ご参加⼈数が増えた場合は、お⼀⼈様毎に追加料⾦を加算させて頂きます。

PARTY SEATING CAPACITY
please note all parties except for the table-share seated dinner are for
standing type parties, some scattered seating is available and offered
着席スタイルのテーブルシェアディナーを除く⽴⾷パーティーは、いくつかテーブルと椅⼦の⽤意がございますが、全てのお客
様の為の⽤意がございません。先着順となる事をご了承下さい。

AUDIO VISUAL OPTIONS
For private party customers we offer the option of playing your own music
through our sound system using an iPod-MP3 player. We do have a microphone to
use for use announcements or speeches. We do not offer Screens or projectors,
but we do have information regarding where you might rent such equipment
プライベートパーティーのお客様は、I-podやMPSプレイヤーなどをご⽤意頂けましたら、お好きな⾳楽を流す事ができます。
また、マイクロフォン（１本）の利⽤も可能です。ご利⽤を希望の際は、事前にお申し付け下さい。あいにくプロジェクターと
スクリーンの⽤意はございませんが、レンタル等のご提案、ご相談をさせて頂く事は出来ます。

WEATHER ON THE TERRACE
The terrace is not used from Nov-April due to the weather,other months it may
be warm but it may rain, note* our terrace is partially under roof cover, we
have no control over the weather and will advise you of this, if it rains it
does not automatically mean you can move inside we may have other bookings.
テラスエリアの予約につきまして。１１⽉から４⽉の間はテラスエリアはクローズとなります。その他のシーズンはご予約を承
る事はできます。（⼀部屋根のあるスペースもございます。）また、⾬や天候不良の場合ですが、他のご予約との兼ね合いもあ
り、店内へ移動できる保証ができない事もございます。ご了承をお願い申し上げます。

SMOKING
Inside the restaurant is strictly No-Smoking, currently we do allow
electronic cigarettes to be vaped in the bar area, we are happy to provide an
outside smoking area for you event if required.
喫煙につきまして。店内ダイニングルームは禁煙となります。現在バーカウンターでの電⼦タバコの使⽤は受け付けています。
またテラス席は喫煙可であり、ご要望がございましたら喫煙スペースも準備させて頂きます。

START-FINISH TIMES
Parties are of a 2-hour duration unless other arrangements have been made in
advance, 2-hour time starts from the time of your reservation and not when
all your guests are present, please arrive on time and please leave at your
agreed leaving time as we may have other reservations waiting to be seated
時間制限につきまして。２時間制のパーティーはご予約を確定頂きましたお時間より２時間とさせて頂きます。次のお客様のご予
約などを承っている場合もございます。ご到着に遅れの無い様、お時間お守り頂けます事、ご理解とご協⼒をお願い申し上げます

DESIGNATED DRIVERS
If you, or any of your guests are driving please let us know who the
designated drivers are and we will issue them with a wristband and will not
serve them alcohol during your party.
⾞でご来店のお客様へ。もしお客様の中に、⾞で来店、運転をされる⽅がいらっしゃる場合はスタッフまで申告をお願い申し上
げます。リストバンドなどのサインをお渡しし、アルコールの提供をご遠慮させて頂きます。

GOOD BEHAVIOUR RULES
Please ensure your guests act in a courteous manner, we do not encourage
excessive drinking and may refuse to serve any guest that is intoxicated, we
retain the right to limit music volume. Any damages to property or equipment
sustained during your event will be charged to you at a fair market value.
パーティーの際のマナーについて。ロティ六本⽊にて、⼼に残るイベントを⾏って頂くにあたり、お客様へマナーをもった、振
る舞いをお願い申し上げます。過度の盛り上がりで他スペースのお客様へのご迷惑を掛けることはご遠慮下さい。また、泥酔の
⽅へアルコールの提供の停⽌、⾳楽やマイクなどのボリューム調整は、状況により対応させて頂きます。そして、設備等の破損
が⽣じた場合は、弁償のご請求をさせて頂く事もご承諾お願い申し上げます。

ROTI ROPPONGI
reserves the right to change any or all of the above
above at any time.
予告無く上記の内容に変更がある事をご了承下さい。

