お料理変更が可能な、当店人気９プランのご紹介！
NEW スタンダードプラン
2,200 円
・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
〜オレンジ風味
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
〜コリアンダーの香り
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・本日のデザート

【A】

NEW スタンダードプラン
NEWレギュラープラン
2,500 円
・生ハムとスモーク鴨とローストポークの
・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
盛り合わせ 〜自家製ピクルスとともに
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
〜オレンジ風味
〜オレンジ風味
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
〜コリアンダーの香り
〜コリアンダーの香り
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・本日のデザート
・本日のデザート

【A】

・トルティーヤロール２種
・サンドウィッチ
・メカジキのロースト
・フリットミスト
〜ガーリック風味のパン粉をかけて
・ナスとサーモンのマカロニグラタン
・ポテトグラタン
〜自家製ホワイトマジョラムの香り

NEW スタンダードプラン
バリュープラン
2,200 円
2,500
・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
・トマトとキュウリとオリーブのサラダ
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
・シャルキュトリー盛り合わせ
（〜オレンジ風味
生ハム・ソーセージ・テリーヌ or サラミ
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
・サーモンのエスカベッシュ
〜コリアンダーの香り
・マカロニサラダ
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
〜フライドオニオンがけ
・本日のデザート
・チョコクランチケーキ

【A】

・サンドウィッチ
・フリットミスト
・ナスとサーモンのマカロニグラタン

B】
【B
【
】

【C】・ハンバーグのトマト煮込み

・絶品！チキンライス

・ハンバーグのトマト煮込み
・絶品！チキンライス
【
C】
【C
】・豚肩ロースのデミグラス煮込み
〜モッツァレラチーズをのせて

・神戸長田のそばめし風ごはん
【
C】
【C
】・ハンバーグのトマト煮込み
・ロールキャベツのトマトクリーム煮
〜モッツァレラチーズをのせて

レセプションプラン
NEW スタンダードプラン
2,500 円

NEW プティセレブプラン
スタンダードプラン
2,500 円

ポピュラープラン

【B】

〜モッツァレラチーズをのせて

・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
・ひとくちカップのポテトサラダ
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
・ローストチキンのラップロールサンド
〜オレンジ風味
・鴨とオリーブのピンチョス
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
・魚介のカクテル
〜コリアンダーの香り
・サーモンフリットのマリネ
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・生ハムとメロのピンチョス
・本日のデザート
・チーズケーキ

【
A】
【A
】

・サンドウィッチ

・フリットミスト
【B】・イベリコ豚のクロケット

・ナスとサーモンのマカロニグラタン
・ササミとチーズのカツレツ
・フォカッチャのサンドイッチ
・絶品！チキンライス
・スペイン風オムレツ
・ハンバーグのトマト煮込み
・きのこのキッシュ
〜モッツァレラチーズをのせて

【B】
【C】

・絶品！チキンライス

・冷製ローストポーク
・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
コールスローのサラダ仕立て
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
〜チェリートマトのモスタルダ添え
〜オレンジ風味
・ピーナッツとズッキーニのクスクスタブレ
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
・ロマネスコと子持ちヤリイカの
〜コリアンダーの香り
バジルマヨネーズ添え
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・季節野菜のフラン
〜スモークチーズと
・本日のデザート
ランプドフィッシュキャビア添え
・チョコわらびもち

【
A】
【A
】

・サンドウィッチ
・白身魚のエスカベッシュ

・フリットミスト
【B】・焼きナスと砂ずりのコンフィのピンチョス
・魚介の野菜入りミートボール
【B】・ナスとサーモンのマカロニグラタン
〜シトラス風味

〜クリーム煮込み
・いろいろなサンドウィッチ
・絶品！チキンライス
・ハンバーグのトマト煮込み
・若鶏のトマト煮込み
〜ピプラードソース
〜モッツァレラチーズをのせて

【C】
【C】

・サンドウィッチ
・若鶏のしそチーズ巻き

・フリットミスト
B】
【B
】・明太子ジャガイモ豆腐のグラタン
【
・ナスとサーモンのマカロニグラタン
・アジフライ

〜自家製タルタルソース

・絶品！チキンライス

2,750 円

・プチアミューズ・グール
・鴨と長ネギ、キノコのサラダ仕立て
・イカと南仏野菜のマリネ
〜バジル風味
・タコとポテトのスパイス風味
・ガトーショコラ

【A】

・若鶏のロースト
〜５種の胡椒のマリネ
・フライドチキン＆スパイシーポテトフライ
・白身魚のフライ
・ソーセージとキャベツのシュークルート風

【B】

・タラのグラチネ

【C】・ローストポーク
・欧風カレー

ボリューム満点プラン
NEW スタンダードプラン
2,750 円
・タマゴマカロニサラダ
・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
・魚介とブロッコリーのマリネ
・冷製蒸し野菜
〜オレンジ風味 〜特製胡麻ソースにて
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
・レアチーズケーキ
〜コリアンダーの香り
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・ソーセージとジャガイモのロースト
・本日のデザート
〜ローズマリー風味
・チキンナゲット
・フライドチキン＆フライドポテト
・サンドウィッチ
・ハンドピザ
・フリットミスト
・フォカッチャのサンドウィッチ
・ナスとサーモンのマカロニグラタン

【A】
【A】
【B】
【B】

・ポルペティーニ
・絶品！チキンライス
・ハンバーグのトマト煮込み
・たっぷりチーズ焼きキーマカレー
・煮込みハンバーグ
〜モッツァレラチーズをのせて
〜デミグラスソースにて

【C】

バラエティプラン
NEW スタンダードプラン
2,750 円
・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
・イタリアンサラダ
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
・サーモンのマリネ
〜ケーパーと共に
〜オレンジ風味 〜バルサミコソースにて
・鴨のスモーク
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
・特性棒々鶏
〜コリアンダーの香り
・苺のクレープ
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・本日のデザート

【A】
【A】

・串揚げ盛り合わせ
・海老のチリソース煮
・サンドウィッチ
・鶏もも肉のロースト香草風味
・フリットミスト
〜ラタトゥイユ添え
・ナスとサーモンのマカロニグラタン
・フォカッチャのサンドウィッチ

【B】
【B】

・絶品！チキンライス
・ハンバーグのトマト煮込み
・季節のちらし寿司
〜モッツァレラチーズをのせて

【
C】
【C
】

NEW
和
& 伊プラン
スタンダードプラン
2,200 円
3,750
・生ハムとスモーク鴨の盛り合わせ
・豆腐のヘルシーサラダ
・エビとブロッコリーのチリマヨソース和え
・生ハムとグリッシーニの盛り合わせ
〜オレンジ風味
・レアチーズケーキ
・ゴボウと蒸し鶏のサラダ
〜コリアンダーの香り
・牛のたたき自家製ポン酢
・海の幸と白滝の海藻入り和風サラダ
・鴨のスモーク 〜バルサミコソースにて
・本日のデザート
・白身魚の竜田揚げ
・ベーコン・ハムとフレッシュトマトのピザ
・サンドウィッチ
・パニーニ 〜イタリアン風サンドウィッチ
・フリットミスト
・ナスとサーモンのマカロニグラタン

【A】
【A】
【B】

【B】

・ラザニア
・カレイの煮つけ
・絶品！チキンライス
・串揚げ盛り合わせ
・ハンバーグのトマト煮込み
・カリフォルニアロール
〜モッツァレラチーズをのせて

C】
【C
】
【

上記プランのメニューは下記のメニューと変更ができます！
・テリーヌ 2 種
・ラタトゥイユ
・サーモンのエスカベッシュ
・マカロニポテトサラダ
・チョコケーキ or パンナコッタ

【A】

・ゴルゴンゾーラのピッツァ
・フライドチキン
・トリュフ風のクロケッタ
・カニクリームコロッケ
・ボイルソーセージのマスタード添え

【B】

・旬魚のソテーヴァンブラン
・和風ハンバーグ
・若鶏の香草グリル
・エビピラフ
・筍の炊き込みご飯

【C】

※メニューの変更は
【A】
【B】
【C】
全ての中から3 品に限ります。
変更に関しましては、パーティー開催日の１週間前までとなります。

