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02 モーニング
Morning  buffet (Minimum of 30 people)

\2,750 \2,500

ランチA
Lunch  buffet Ａ (Minimum of 30 people)

\2,750 \2,500

ランチB
Lunch  buffet B (Minimum of 30 people)

\3,850 \3,500

ディナーA
Dinner  buffet  A (Minimum of 50 people)

\6,600 \6,000

ディナーB
Dinner  buffet  B (Minimum of 50 people)

\8,800 \8,000

ディナーC
Dinner  buffet  C (Minimum of 50 people)

\11,000 \10,000

刺身盛り(舟盛)
Assorted  Sashimi

\19,800 \18,000 ～

寿司盛り(桶盛)
Assorted  Sushi

\11,000 \10,000 ～

寿司
Sushi (Minimum of 30 people)

\1,430 \1,300 ～

もつ鍋/博多水炊き
Motsunabe/Mizutaki (Minimum of 30 people)

\770 \700 ～

ローストビーフ
Roast  Beef (Minimum of 30 people)

\1,100 \1,000 ～

明太チーズパスタ
Mentai  Cheese  Pasta (Minimum of 30 people)

\770 \700 ～

明太チーズリゾット
Mentai  Cheese  Risotto (Minimum of 30 people)

\770 \700 ～

03 軽食
SNACKS

寿司桶盛り
Assorted  Sushi  (for 45 pieces)

\11,000 \10,000 ※

鉢盛り
Japanese  Aappetizers  (for 10 sets)

\11,000 \10,000 ※

オードブル盛合わせ
Western  Aappetizers  (for 10 sets)

\11,000 \10,000 ※

ピンチョス盛合わせ
Pintxos  platter  (for 10 sets)

\8,800 \8,000 ※

カナッペ盛合わせ
Canapes  platter  (for 10 sets)

\5,500 \5,000 ※

サンドイッチ盛合わせ
Sandwich  platter  (for 10 sets)

\5,500 \5,000 ※

チーズ盛合わせ
Cheese  platter  (for  10  sets)

\5,500 \5,000 ※

おにぎり盛合わせ
Rice  ball  platter  (for 45 piecess)

\3,300 \3,000 ※

ベジタブルスティック
Vegetable  sticks  (for 10 sets)

\3,300 \3,000 ※

フルーツ盛合わせ
Fruits  platter  (for 10 sets)

\4,400 \4,000 ※

ケーキ盛合わせ
Cakes  platter  (for 10 sets)

\6,600 \6,000 ※

焼き菓子盛合わせ
Baked  sweets  (for 10 piecess)

\2,200 \2,000 ※

04 ドリンク
DRINKS

陶器(ホットコーヒー、紅茶、アイスコーヒー、アイス
ティー)　3杯以上
China (Coffee, Tea, Iced Coffee,  Iced Tea)  (3 or more)

\605 \550 ※

グラス(ウーロン茶、オレンジジュース)　3杯以上
Glass (Ooing tea, Orange juice)  (3 or more)

\484 \440 ※

紙コップ　10杯以上
Paper  cup  (10 or more)

\330 \300 ※

ドリンクコーナー(紙コップ)  10杯～499杯
Self-service  Drink  area (Paper cup)    10-499 cups

\330 \300 ※
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04 ドリンク
DRINKS

ドリンクコーナー(紙コップ)　500杯～999杯
Self-service  Drink  area (Paper cup)   500-999 cups

\165 \150 ※

ドリンクコーナー(紙コップ)　1000杯～
Self-service  Drink  area (Paper cup) 1000 cups or more

\110 \100 ※

配達諸経費
Delivery  expenses  (per drink corner)

\33,000 \30,000

ミネラル(ペットボトル)
Mineral  water (plastic bottle)

\220 \200 ※

緑茶(ペットボトル)
Green  tea (plastic bottle)

\220 \200 ※

コカコーラ(ペットボトル)
Coke (plastic bottle)

\330 \300 ※

コカコーラゼロ(ペットボトル)
Coke  Zero (plastic bottle)

\385 \350 ※

緑茶(紙パック)
Green tea (Carton packde)

\110 \100 ※

ジュース(紙パック)
Juice (Carton packed)

\165 \150 ※

湯茶セット
Tea  pod  and  china  set  (for 5 sets)

\550 \500 ※

冷水セット
Chilled  water  set  (for 5 sets)

\550 \500 ※

ウォーターサーバー
Water  server  (Mineral water 12L)

\3,080 \2,800 ※

追加ミネラル12Ｌタンク
Mineral  water  12L

\2,530 \2,300 ※

氷(アイスペール入り)
Ice (Ice bucket)

\550 \500 ※

布おしぼり
Towel

\110 \100

サービスアテンド
Service  Staff  (2 hours / person)

\17,600 \16,000

05 特製弁当
HOTEL  MADE

幕の内弁当(和)
Japanese  box-A

\2,750 \2,500 ※

幕の内弁当(洋)
Western  box-A

\2,750 \2,500 ※

松花堂弁当(和)
Japanese  box-B

\3,850 \3,500 ※

松花堂弁当(洋)
Western  box-B

\3,850 \3,500 ※

和風朝食弁当(和)
Japanese  Breakfast  box

\2,200 \2,000 ※

サンドイッチワンプレート
Sandwich  Plate

\2,200 \2,000 ※

06 ランチボックス
LUNCH  BOX

\1,100 \1,000 ※

07 ランチボックス
LUNCH  BOX

\1,650 \1,500 ※

08 ランチボックス
LUNCH  BOX

\2,200 \2,000 ※

09 軽食ボックス
LIGHT  MEAL  BOX

\1,100 \1,000 ※

\1,650 \1,500 ※

10 ベジタリアンボックス
VEGETARIAN  BOX

\1,100 \1,000 ※

11 ベジタリアンボックス
VEGETARIAN  BOX

\1,650 \1,500 ※

◆ ※印　(※mark)
　　・配膳が必要な場合は、上記税込金額に対して別途サービス料10％を頂戴します。
             If  the  serving  is  required,  a  10%  service  charge  will  be  added  to  the  above  tax  included  amount.
　　・軽減税率(消費税8%)の対象になる場合があります。
            It  may  be  subject  to  the  reduced  tax  rate  (consumption  tax  8%).
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