- デリバリープラン -

日常の集まりや、
会議、
ちょっとした食事会などでお手軽に楽しめる!!
バリュープラン

ベーシックプラン

デリバリープランの中でも、もっと

前菜やサラダ、人 気のから揚げや

もお手頃価格のプランです。サラダ

デザートまで付いた、基本のプラン

から前菜、人 気の和風 唐揚げや手

です。スパイシーポテトフライや和

軽にお召し上がれるミックスサンド

風 唐揚げは、老 若男女の ゲストに

イッチなどといったバラエティに富

お喜びいただけます。締めのデザー

んだメニュー内容になっています。

トは、見た目にもかわいらしく、女

会社での慰労会や、ちょっとした軽

性ゲストのお腹も心も満たしてく

食パーティーなどにおすすめです。

れることでしょう。

【内容】 小海老とブロッコリーのサラダ／コールドミート＆チーズ／和風唐揚げ／トルティーヤ
ロール／ミックスサンドイッチ／関西寿司

※全6品
※20名様〜ご注文可

【内容】 シーザーサラダ／コールドミートとチーズの盛り合わせ／魚介のオーロラソースサラダ／
トルティーヤロール／スパイシーポテトフライ／和風唐揚げ／シーフードピラフ／プチケーキ

1,000円
(税別)

お1人様

※全8品
※10名様〜ご注文可

ブロンズプラン
少し贅沢なパーティーを演出した

ワンランク上のデリバリープランを

い場合におすすめのプランです。和

お望みなら、シルバープランがおす

牛のローストビーフや、関西寿司の

すめ。厳 選和 牛 を 使 用した 柔らか

盛り合わせといった、和洋中そろっ

和牛のローストビーフや 新鮮な 海

た華やかなメニューをそろえてい

鮮を使 用した上握りなどがテーブ

ま す 。普 段 のパー ティーだ け でな

ルを飾ります。舌の肥えたゲストが

く、ウエディングパーティーなどに

多いとき、味にこだわりたい場合に

も最適です。

是非ご利用ください。

老と白身魚のチリソース炒め／関西寿司の盛り合わせ／プチケーキ アラカルト

【内容】 和牛のローストビーフ／スモークサーモンのカルパッチョ／海老と白身魚のチリソース炒
め／チキンの赤ワイン煮 ヌイユ添え／握り寿司(上)／フルーツ盛り合わせ

3,000円
(税別)

お1人様

お1人様

シルバープラン

【内容】 和牛のローストビーフ／スモークサーモンのカルパッチョ／ハーブチキンのロースト／海

※全6品
※7名様〜ご注文可

2,000円
(税別)

ゴールドプラン

※全6品
※5名様〜ご注文可

4,000円
(税別)

お1人様

デザートバイキングプラン

厳選された新鮮な食材をたっぷり

女性ゲストが多く参加するパーテ

使用した、贅沢なプランです。ご予

ィーで喜ばれるデザートバイキング

約は4名様からお受けしております

プランです。さまざまな種類のケー

ので、自宅で特別なゲストをお招き

キをご用意していますので、心ゆく

する場合や、少人数でのパーティー

までご堪能ください。デリバリーサ

などにも最適です。ご要望によりメ

ービスですが、スイーツバイキング

ニューの変更も可能ですので、お気

のみスタッフの派遣も可能です。

軽にご相談ください。
【内容】 極上和牛のローストビーフ／真鯛のカルパッチョ／大海老のフリット チャイニーズ風／
牛肉の赤ワイン煮 ヌイユ添え／握り寿司(特)／フルーツ盛り合わせ

※全6品
※4名様〜ご注文可

オーロラソースサラダ／トルティーヤロール／スパイシーポテトフライ／和風唐揚げ／シーフード

5,000円
(税別)

お1人様

【内容】 デザートバイキング／シーザーサラダ／コールドミートとチーズの盛り合わせ／魚介の
ピラフ／プチケーキ アラカルト

※全9品
※20名様〜ご注文可

2,700円
(税別)

お1人様

- プレジャーケータリング -

ブルックリン ダイナ ー

ブルックリン ダイナ ー

BROOKLYN DINER マンハッタン

BROOKLYN DINER ブロンクス

駒沢に店舗を構える人気店のメニ

気軽につまめるトルティーヤチップ

ューが登 場！お店の 看板メニュー

ス、スパイシーなケイジャンチキン

「ジャークチキン」はジャマイカ産

などがデリバリーで気軽に、パーテ

スパイスに一晩漬け込んだ国産鶏

ィーシーンで楽しめます。人気のス

モ モ 肉 を 直 火 で 一 気 に 焼 き上 げ

モーク盛り合わせのスモークエッ

た、スパイシーかつジューシーな一

グは一度は味わっていただきたい

品！ボリューム 満点でお値 段 以 上

美味しさです！

の満足度です。
【内容】 シーザーサラダ／スモーク盛り合わせ(エッグ・チーズ・ナッツ)／フライドマッシュポテト
／ジャークチキン／スパニッシュオムレツ／サンドウィッチ盛り合わせ

※全6品
※30名様〜ご注文可

1,500円
(税別)

お1人様

【内容】 シーザーサラダ／スモーク盛り合わせ(エッグ・チーズ・ナッツ)／トルティーヤチップス
(サルサ付き)／ケイジャンフライドチキン／ミニキッシュ／サンドウィッチ盛り合わせ

※全6品
※30名様〜ご注文可

ブルックリン ダイナ ー

1,500円
(税別)

お1人様
ブルックリン ダイナ ー

BROOKLYN DINER スタテン

BROOKLYN DINER クイーンズ

肉厚のスモークサーモンをふんだ

贅沢にサーモンを使用した「スモー

んに使ったサラダや、お店の看板メ

クサーモンサラダ」や、鴨スモーク

ニュー「ジャークチキン」や、食欲を

が入った「スモーク盛り合わせ」、サ

そそる香りがたまらない「イカと野

クサクの生地に具だくさんのキッ

菜のガーリック炒め」など、おなか

シュ、そして人気の「ケイジャンフラ

一杯間違いなし！飽きることなくつ

イドチキン」など盛りだくさん！ス

い食べ続けちゃう、そんなメニュー

パイシーで ジューシーなメニュー

です。

の数々に食べる手が止まりません。

【内容】 スモークサーモンサラダ／スモーク盛り合わせ(エッグ・チーズ・ナッツ・鴨)／フライド

【内容】 スモークサーモンサラダ／スモーク盛り合わせ(エッグ・チーズ・ナッツ・鴨)／フライドマ

マッシュポテト&ミニアメリカンドッグ／スパニッシュオムレツ／イカと野菜のガーリック炒め／

ッシュポテト&ミニハッシュドポテト／ミニキッシュ／チキントマト煮ケイジャン風味／ケイジャ

ジャークチキン／ペンネアラビアータ

ンフライドチキン／ペンネアラビアータ

※全7品
※30名様〜ご注文可

1,980円
(税別)

お1人様

※全7品
※30名様〜ご注文可

ブルックリン ダイナ ー

1,980円
(税別)

お1人様
ブルックリン ダイナ ー

BROOKLYN DINER ニューヨーク

BROOKLYN DINER ブルックリン

生ハムやテリーヌなどを盛り合わ

メニュー量も多く、メインディッシ

せ た「 シャル キュトリー 盛り合 わ

ュは「チキントマト煮ケイジャン風

せ」や、ボリューム満点の「スパニッ

味」と「ケイジャンフライドチキン」

シュオムレツ」、また人気の「ジャー

がどちらも楽しめます！さらにジャ

クチキン」にうまみの詰まった「ミ

ンバラヤに絶品デザートプレート

ニ粗挽きフランク」など盛りだくさ

までついて、パーティーシーンに最

んのメニューで様々なゲストに喜ん

適。豪華な8品がテーブルを鮮やか

でいただけるコースです。

に彩ります。

【内容】 スモークサーモンと魚介のサラダ／スモーク盛り合わせ(エッグ・チーズ・ナッツ・鴨)／

【内容】 スモークサーモンと魚介のサラダ／スモーク盛り合わせ(エッグ・チーズ・ナッツ・鴨)／

シャルキュトリー盛り合わせ／ミニキッシュ／チキントマト煮ケイジャン風味／ケイジャンフライ

シャルキュトリー盛り合わせ／スパニッシュオムレツ／イカと野菜のガーリック炒め／ジャークチ

ドチキン&ミニ粗挽きフランク／ジャンバラヤ／デザートプレート

キン&ミニ粗挽きフランク／ジャンバラヤ／デザートプレート

※全8品
※30名様〜ご注文可

2,500円
(税別)

お1人様

※全8品
※30名様〜ご注文可

【デリバリー】ドリンクセット
アルコール
ソフトドリンク

お1人様

2,500円
(税別)

お1人様

1,500円 (税別)

缶ビール ワイン(赤・白) 焼酎(芋・麦)
コーラ オレンジジュース ウーロン茶 ミネラルウォーター

- プレジャーケータリング -

