
パーティプラン フリードリンク付き（２時間制）
◇お料理内容は一例です。ご要望に応じたメニューをご提案いたします。

事前にご希望のお客様へ乾杯用スパークリングワイン（お一人様１杯）もしくは
日本酒飲み放題をサービスいたします。 開催日の３日前までにスタッフへお申し付け下さい。

●パーティは３０名より、2時間制にて承ります。 ●各プランには料理と飲料の他、パーティに必要な機材サービススタッフ、配送費、が含まれます。

●パーティのご用命はご利用の7日前までセット数の変更は3日前までにご連絡ください。 ◆上記のメニューは一例です。ご要望に合わせてご提案いたします。

●当日の人数追加につきましてはお一人様ドリンク料金1,200円（税別）を頂戴いたします。

●メニュー内容は仕入れや天候・天災等により変更になる場合がございます。 ●写真はイメージです。

お料理、お飲物は㈱ゴーン（ケータリングサービスおり原）がお届けします。

Ⓐお一人様４,０００円(税別）お料理９種類

フィンガーフード中心のプラン

【冷製料理】
 ハモンセラーノ・イチジク・クリームチーズのピンチョス
 牛肉のロティとサーモンマリネのピンチョス
 ローストポークとサツマイモのピンチョス ハニーマスタードソース

 唐揚げ・フライドポテト ◆７種野菜のキッシュ
 ５種串刺しオードブル ◆カナッペ盛り合わせ

 ミニカップムース盛り合わせ ◆フルーツタルト

オプションメニュー

・チョコレートファウンテン一式（約５０名様分） ４３，０００円（税別）

※カットフルーツ・お菓子がセットになっております。

・特製ローストビーフカットサービス（３０名様～） お一人様１，４５０円（税別）

・出張江戸前握り寿司（５０名様～）お一人様１，６００円（税別）
・その他、マグロ解体ショー、フレアバーテンダー、マジシャン、お笑い芸人、生演奏などご手配可能です。
お気軽にお問い合わせください。
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Ⓑお一人様４,０００円(税別）お料理１０種類

ボリュームを重視したプラン

【冷製料理】
 フランス風ポテトサラダ ◆ポークピカタ バジルパスタ添え

 唐揚げ・ランピ巻き・イカの香味揚げ
 チーズライスボール デミグラスソース
 サンドイッチ４種盛り合わせ ◆巻き寿司盛り合わせ

【温製料理】
 海老とレタスと玉子のチャーハン ◆オリジナルラザニア
 海鮮あんかけ焼きそば

 ロールケーキ盛り合わせ

Ⓒお一人様５,０００円(税別）お料理１３種類

質と量のバランスが良いプラン

【冷製料理】
 海老のマヨネーズ和え ◆牛肉のロティとサーモンマリネのピンチョス
 特製ローストビーフ オニオンソース
 白身魚のアスパラ包み揚げ
 豚フィレ肉のベーコンロールソテー ◆５種串刺しオードブル
 カナッペ盛り合わせ ◆上江戸前握り寿司

【温製料理】
 牛肉の赤ワイン煮 ヌードル添え ◆帆立の肉巻き 和風醤油仕立て

 オリジナルラザニア

 フルーツ盛合せ ◆２種類の季節のケーキ
全てプラン２時間フリードリンク付き

瓶ビール ワイン（赤２種・白２種）焼酎（芋・麦）ウィスキー
・カシス・梅酒 烏龍茶・オレンジジュース・ジンジャーエール

Ⓓお一人様６,０００円(税別）お料理１４種類

質を重視した特別なプラン

【冷製料理】
 海の幸のサラダ ◆和牛の特製ローストビーフ
 オマール海老の冷製
 世界のチーズとパルマ産生ハム・サラミの盛り合わせ
 中華冷製オードブル ◆５種串刺しオードブル
 スモークサーモンのフォカッチャ ◆特上江戸前握り寿司

【温製料理】
 牛タンシチュー マッシュポテト添え

 ◆帆立のロースト 長葱とじゃがいも添え
 広東風豚肉の柔らか煮 ◆白身魚とトマトのソテー バルサミコ風味

 カボチャのプディング ◆２種類の季節のケーキ



海老とアボカドのサラダ
＆フランス風ポテトサラダ １台

特製ローストビーフ＆鴨肉のロースト
＆スモークサーモン １台

唐揚げ・ランピ巻き・イカの香味揚げ １台

サンドイッチ４種盛り合わせ １台

巻き寿司盛り合わせ １台

使い捨て皿・箸・ナフキン・お絞りは人数様分サービスで付いております。
プラコップはお飲物をご注文のお客様にはサービスでお付けしております。

お料理はケータリングサービスおり原（㈱ゴーン）がお届けします

ドリンクメニュー

￥２８，０００（税別）セット

１０
名様

２セット目～ ￥２０，０００円（税別)

ニース風サラダ

＆生タコのカルパッチョバルサミコソース １台

特製ローストビーフ＆鴨肉のロースト

＆スモークサーモン １台

帆立のソテー 和風醤油仕立て １台

海老のマヨネーズ和え １台

ムーシーロー １台

唐揚げ・ランピ巻き・イカの香味揚げ １台

ソース焼きそば １台

サンドイッチ４種盛り合わせ １台

巻き寿司盛り合わせ １台

￥３８，０００（税別）セット

１５
名様

海の幸のサラダ １台

冷製ピンチョス １台

特製ローストビーフ オニオンソース １台

海老のマヨネーズ和え １台

帆立のソテー 和風醤油仕立て １台

唐揚げ・カニ爪・野菜の肉巻き １台

スパイシーBBQチキン ポテト添え １台

ポークピカタ バジルパスタ添え １台

ソース焼きそば １台

サンドイッチ４種盛り合わせ １台

江戸前握り寿司 ２台

３０
名様

￥６８，０００（税別）セット

缶ビール（３５０ｍｌ） ３００円（税別）
缶チューハイ（３５０ｍｌ） ２５０円（税別）
缶カクテル（３５０ｍｌ） ２５０円（税別）
烏龍茶（２ℓ） ３５０円（税別）
オレンジジュース（1.5ℓ） ３５０円（税別）
その他お茶類（２ℓ） ３５０円（税別）
その他ソフトドリンク（1.5ℓ） ３５０円（税別）

上記以外のご要望がございましたら お気軽にご相談ください。
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２セット目～ ￥３０，０００円（税別) ２セット目～ ￥６０，０００円（税別)

●お料理の受け渡し、廃棄物の回収のみとなります。
●セッティングと片付けはお客様にお願いをしております。
●デリバリーセットのご用命はご利用の7日前まで
人数の変更は3日前までにご連絡ください。

●メニュー内容は仕入れや天候・天災等により
変更になる場合がございます。

●写真はイメージです。



期間限定特別パーティプラン 実施期間：2020年度

感染症対策！ お料理はあらかじめ個人盛りになっている着席銘々盛りの懇親会プランです。
ドリンクは配膳サービス付きのため、安心してご利用いただけます。

×

★事前にご希望のお客様へ乾杯用スパークリングワイン （お一人様１杯）もしくは
日本酒飲み放題をサービスいたします。 開催日の３日前までにスタッフへお申し付け下さい。

クリームチーズのカラスミの冷製
海老とアボカドのサラダ

スパニッシュオムレツ クリームソース
パルマ産生ハムとサラミ
鴨スモークのピンチョス
海老と野菜の生春巻き

ポークピカタ
白身魚のあんかけ
チーズライスコロッケ
シーフードグラタン
和風きのこパスタ

スモークサーモンのフォカッチャサンド
フルーツカップ

●2時間フリードリンク（プラン共通）
瓶ビール ワイン（赤２種・白２種）焼酎（芋・麦）

ウィスキー（ハイボール）梅酒・カシス
烏龍茶・オレンジジュース・ジンジャーエール・炭酸水

Menu

●パーティは３0名より、2時間制にて承ります。
●各プランには料理と飲料の他、パーティに必要な機材
サービススタッフ、配送費、消費税が含まれます。
●当日の人数追加につきましては、対応不可となります。
●メニュー内容は仕入れや天候・天災等により
変更になる場合がございます。
●お一人様あたりの量は約５５０ｇです。

お料理、お飲物は㈱ゴーン（ケータリングサービスおり原）がお届けします。

ご利用時間 ２時間
フリードリンク付き＆ドリンク配膳サービス

お一人様４５００円（税別） お一人様５４００円（税別）

Menu
プチカプレーゼ

スモークサーモンマリネ
アスパラの生ハム巻き
海の幸のマリネ

特製ローストビーフ グレイビーソース
カニ爪フライ

チーズライスコロッケ
ショートパスタ ボロネーゼソース
チキンと茸の煮込み ディアブル風
帆立のソテー 和風醤油仕立て

牛肉の赤ワイン煮
海老のチリソース
フルーツカップ
ミニカップデザート

お問合せは、スタッフへご連絡ください

★下記メニューとは別に、各お席ごとにサンドイッチ４種盛り合わせ（お一人様６切れ）もしくは
手まり寿司（お一人様３個）のどちらかお選びいただけます。お申込みの際にお伝えください（プラン共通）
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～１０００円（税別）幕の内弁当メニュー～

A弁当

B弁当

※以上全て税別、ご注文は総額２０,０００円（税別）以上の承りとなります。また、１種類につき１０個以上からの承りとなります。
仕入れ状況により、副菜の内容が若干変わる場合がございます。

C弁当

■BBQスパイシーチキン ポテト添え
■魚介のフライタルタルソース
■ガロニ
■一口海老グラタン
■青菜
■海老チリの春巻き
■ご飯
■おしんこう
■フルーツ

■鮭の焼き物
■若鶏の唐揚げ
■ほたてのグラタン
■春雨と枝豆の春巻き
■山くらげ
■厚焼きたまご
■煮物
■紅白かまぼこ
■ご飯 ■おしんこう
■フルーツ

■ヒレカツ紫蘇ロール揚げ
■カニ爪フライ
■ひじき煮
■しゅうまい
■野菜の旨煮
■厚焼きたまご
■紅白かまぼこ

■青菜のおひたし
■ご飯
■おしんこう
■フルーツ



～１０００円（税別）幕の内弁当メニュー～

D弁当

E弁当

F弁当

■白身魚の照り焼き
■鴨肉のロースト
■肉団子しし唐揚げ
■青菜のからし和え
■煮物
■紅白かまぼこ
■春巻き
■ご飯
■おしんこう
■フルーツ

■チキンの照り焼き
■カニ爪フライ
■肉団子の甘酢和え
■ほたてのインペリアル
■野菜の旨煮
■青菜のおひたし
■ご飯
■おしんこう
■フルーツ

■ハンバーグ パスタ添え
■目玉焼き
■一口グラタン
■カニクリームコロッケ
■山くらげ
■ご飯
■おしんこう
■フルーツ

※以上全て税別、ご注文は総額２０,０００円（税別）以上の承りとなります。また、１種類につき１０個以上からの承りとなります。
仕入れ状況により、副菜の内容が若干変わる場合がございます。



～１０００円（税別）幕の内弁当メニュー～

G弁当

H弁当

■白身魚の中華あんかけ
■イカフライ
■野菜の旨煮
■しゅうまい
■春雨サラダ
■ぎんなんがんもの煮付け
■青菜のおひたし
■ご飯
■おしんこう
■フルーツ

■海鮮とブロッコリーの塩炒め
■チキンのたまご付揚げ
■春巻き
■旬の焼き魚
■野菜の旨煮
■きんぴらごぼう
■紅白かまぼこ
■ご飯
■おしんこう
■フルーツ

※以上全て税別、ご注文は総額２０,０００円（税別）以上の承りとなります。また、１種類につき１０個以上からの承りとなります。
仕入れ状況により、副菜の内容が若干変わる場合がございます。



■枝豆チキンサンド
■タマゴサンド
■ハムレタスサンド
■ポテトサラダ
■コロッケ
■タマゴサラダ
■とり唐揚げ
■フルーツ２種

■ロースカツサンド
■タマゴ野菜サンド
■パストラミビーフ
■合鴨スモーク
■ゴボウサラダ
■パンプキンサラダ
■フルーツ２種

■フランスパン（パストラミビーフ・チーズ・その他）
■黒ごまパン（シュゼットハム・タマゴサラダ・その他）
■プレーンベーグル（スモークサーモン・クリーム
チーズ）
■スモークサーモン
■フルーツ３種

A ９マス弁当
唐揚げとコロッケ（１０００円・税別）

B ９マス弁当
ﾛｰｽｶﾂｻﾝﾄﾞと合鴨ｽﾓｰｸ（１２００円・税別）

C プレミアムbox（１５００円・税別）

～サンドイッチ弁当メニュー～

※以上全て税別、ご注文は総額２０,０００円（税別）以上、もしくは２０個以上の承りとなります。



■柔らかロースカツ
■豆サラダ・ハム・チーズ・レタス
■厚切りトマト・キュウリ・レタス
■タマゴサラダ・和風チキン
■バジルチキン・レタス
■白い紙箱入り

■メンチカツ
■豆サラダ・ハム・チーズ
■厚切りトマト・ハム・チーズ・レタス
■シュゼットハム・レタス
■タマゴサラダ・スモークチキン
■白い紙箱入り

D ロースカツサンドイッチ（８００円・税別）

E メンチカツサンドイッチ（８００円・税別）

～サンドイッチ弁当メニュー～

※以上全て税別、ご注文は総額２０,０００円（税別）以上、もしくは２０個以上の承りとなります。


