■料金設定

CLUB CAMELOT VIPTABLE SYSTEM

-PRICE LIST-

B3フロアのV2エリアと、B2フロアのV4-6テーブルはPLATIUM SEATとなり通常料金
とは異なります。以下のPLATINUMの部分をご確認ください。
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*V2 Table and V4-6 Table is PLATINUM PRICE

CLUB CAMELOT では、ゴージャスなエリアに VIP テーブルを設けております。
ダンスフロアで踊る合間に休憩するも良し、VIP テーブルでゆっくりと時間を過ごすも良し、

■ 2時間制・・・・・・・・・ Limited to 2 Hours

良質なクラブミュージックの中、優雅なひとときをご提供します。

- MOET
x2 & Mineral water x8 & 2RedBull
x8
Bottle system
■
2ボトルオーダー制・・・・

さまざまなシチュエーションで当サービスをご利用頂けるように、多数のプランを用意しております。

モエシャンドン x2, ミネラルウォーター x8, レッドブル x8

是非、VIP テーブルにて素敵なナイトライフをお過ごし下さいませ。

■ 男性テーブルチャージ ・・・ 6,000yen/ppl [PLATINUM 8,000yen]
Menʼs Entrance Fee+Table charge

Experience exciting and glamorous night at our VIP lounge.Club Camelot has a Luxurious VIP lounge that be suited to all you need.
You can enjoy listening good quality of club music and dance and more.We have a variety of plan for VIP lounge satisfy you.

■ 女性テーブルチャージ ・・・ 4,000yen/ppl [PLATINUM 5,000yen]

4名様まで（２時間制）
*UpWomenʼs
to 4 peopleEntrance
[2 hoursFee+Table
limited] charge

御予約電話番号 *RESERVATIONS

■ サービス料 Service charge ・・・ 10%

- MOET
x2 &
water x4 & RedBull
x4
TaxMineral
■
消費税
・・・・・・・・
10%

03-5728-5613

モエシャンドン x2, ミネラルウォーター x4, レッドブル x4

■ 延長1時間 1テーブル・・・・ 10,000yen + 1Bottle
1 Hour Extension 10,000yen+1Bottle

We accept major credit cards.

※PLATINUM SEATは最低4名様からのご利用になります。
※イベントにより金額が異なる場合がございます。
※ご予約の来店時間から１５分経過した場合は自動的にキャンセル扱いとさせて頂きます。
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※ご希望のフロアやお席の場所がございましたら、事前にお申し出下さいませ。
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- MOET & CHANDON IMPERIAL
- MOET & CHANDON IMPERIAL MAGNUM[1.5L]
- MOET & CHANDON IMPERIAL JEROBOAM[3L]
- MOET & CHANDON ROSE IMPERIAL
- MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL
- MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL ROSE
- Dom Perignon
- Dom Perignon Rose
- Dom Perignon Reserve de L’Abbaye1993 *Gold
- Armand de Brignac *Ace of Spade
- Louis Roederer Cristal
- KRUG Grand Cuvee
- Veuve Clicquot
- Lanson Black Label Brut

17,000 yen
35,000 yen
100,000 yen
18,000 yen
18,000 yen
20,000 yen
55,000 yen
100,000 yen
300,000 yen
120,000 yen
80,000 yen
70,000 yen
18,000 yen
17,000 yen

- GRAN PATRON PLATINUM
- PATRON ANEJO
- PATRON SILVER
- BELVEDERE VODKA
- GREY GOOSE

100,000 yen
30,000 yen
25,000 yen
20,000 yen
20,000 yen

- 森伊蔵 金（芋）
- 百年の孤独（麦）
- 獺祭 純米大吟醸50

50,000 yen
25,000 yen
20,000 yen

※ご希望のフロアやお席の場所がございましたら、事前にお申し出下さいませ。
※追加人数につきましては、男性6,000円/名、女性4,000円/名のチャージが追加されます。
但し、B3のV2エリアとB2フロアのV4-6は、男性8,000円/名、女性5,000円となります。
※ご予約状況により延長できない場合がございます。
※イベントによっては、特別料金となる場合がございます。
※パッケージプラン以外もございますので、お電話にてお問い合わせ下さいませ。

UPDATE : 2019.08.20

-Additional fee - Male ¥6,000 p/p, Female ¥4,000.
(Attention:V2 Table of B3 Floor and V4-6 Table of B2 Floor is Special Additional fee - Male ¥8,000 p/p, Female ¥5,000 )
-Depends on availability of the seat, you may not extend the time.
-Fees nay be change by special event and promotion.
-Various plans are available for VIP lounge. Please call on ( 03-5728-5613) for more information.

