
ベーシックプラン

お1人様 2,000円
(税込2,200円)

最も基本的なケータリングプラン
となっており、人気のシーザーサラ
ダやイタリアンミートとチーズのプ
ラッターの前菜、タンドリーチキン
のトルティーヤロールといった、ボ
リュームたっぷりでご満足いただけ
るプランです。

※全8品
※30名様～ご注文可

【内容】　シーザーサラダ／イタリアンミートとチーズのプラッター／スモークサーモンのマリネ 
ディル風味／小海老とイカのオーロラソースサラダ／タンドリーチキンのトルティーヤロール／鶏
肉の唐揚げ&スパイシーポテト／葱豚塩焼きそば／プチケーキ アラカルト

フィンガーフードプラン

お1人様 2,000円
(税込2,200円)

手軽に食べられるお料理のみの
ケータリングプランとなっており、
サンドイッチや手毬寿司といった
片手でつまめるものが中心となっ
ているプランです。前菜からメイ
ン、またデザートも含めて、つまみ
やすい料理で構成されています。

※全8品
※30名様～ご注文可

【内容】　クロスティーニバリエ／ピンチョス アラカルト／鮪のアボカド巻／ミックスサンドイッチ
／手毬寿司／キノコのキッシュ／エビ入り生春巻き／プチケーキ アラカルト

ベジタリアンプラン

お1人様 2,500円
(税込2,750円)

ベジタリアンやヴィーガン向けのプ
ランです。最近では健康志向の高
いゲストも多く、野菜中心のケータ
リングに人気が集まっています。
基本のグリーンサラダはもちろん、
ラタトゥイユや野菜の炊き合わせ
といったように、和洋食を組み合わ
せたメニューになっています

※全9品
※30名様～ご注文可

【内容】　ラタトゥイユ／グリーンサラダ／野菜の炊き合わせ／野菜スティック／野菜のキッシュ／
生野菜のトルティーヤロール／米茄子と豆腐のグラタン／フルーツ盛り合わせ／シェフの気まぐ
れ野菜のパスタ

シーフードプラン

お1人様 2,500円
(税込2,750円)

ケータリングでガッカリされやすい
のが、お魚メニュー。シーフードプラ
ンは、お魚好きもそうでない方も喜
んでいただけるよう、メニューをア
レンジ。
真鯛のカルパッチョやお刺身風生
春巻きなど、ひと工夫もふた工夫も
加えています。

※全9品
※30名様～ご注文可

【内容】　真鯛のカルパッチョ／お刺身風生春巻き／小海老とイカのオーロラソース／スモーク
サーモンとクリームチーズのトルティーヤロール／メカジキのグリル／小海老とブロッコリーのサ
ラダ仕立て／浅利とじゃこの和風パスタ／手毬寿司／プチケーキ アラカルト

レギュラープラン

お1人様 2,500円
(税込2,750円)

プレジャーケータリングの標準的
なプランです。同じ価格帯のプラン
の中で最も料理の種類が多く、い
ろんなメニューを楽しみたい方に
おすすめです。
老若男女問わず、ご満足いただける
内容になっております。

※全10品
※30名様～ご注文可

【内容】　生ハムとチーズ 各種のプラッター／お刺身風生春巻き／白身魚のカルパッチョ／小海老
とイカのオーロラソース／ミックスサンドイッチ／油淋鶏／メカジキのグリル／鶏肉とイカのオイ
スターソース炒め／昔ながらのナポリタン／プチケーキ アラカルト

ポピュラープラン

お1人様 2,700円
(税込2,970円)

ちょっとずついろんなメニューを
楽しみたい方におすすめです。お肉
とお魚、軽食メニューがバランス良
く組み合わさっており、年齢や性別
問わずお召し上がりいただけます。
バラエティに富んだメニューですの
で、歓送迎会や忘年会・新年会にピ
ッタリのプランです。

※全10品
※30名様～ご注文可

【内容】　牛モモのたたき風 紅葉おろし／生ハムとチーズ 各種のプラッター／スモークサーモン
のカルパッチョ／メカジキのグリル／鶏肉とイカのオイスターソース炒め／油淋鶏／ラザニア／ベ
トナム風生春巻き／ミックスサンドイッチ／プチケーキ アラカルト

- ケータリングプラン -

本格的なパーティや会合から、仲間内での集まりまで幅広く対応!!

-プレジャーケータリング-



ボリュームプラン

お1人様 2,700円
(税込2,970円)

男性ゲストや食べ盛りのお子様な
どが多い場合におすすめです。お
魚やお肉、お野菜をたっぷり使った
ボリュームあふれるメニューがメイ
ンですが、あっさりとお召し上がれ
るメニューもございます。
大人数のパーティーの場でも多く
ご利用いただいております。

※全11品
※30名様～ご注文可

【内容】　牛モモのたたき風 紅葉おろし／生ハムとチーズ 各種のプラッター／蒸し鶏のサラダ仕
立て／お刺身風生春巻き／白身魚のカルパッチョ／油淋鶏／メカジキのグリル／鶏肉とイカのオ
イスターソース炒め／昔ながらのナポリタン／関西寿司／プチケーキ アラカルト

ブロンズプラン

お1人様 3,000円
(税込3,300円)

予算はそれほど用意できないけど、
料理の見た目やオシャレに演出し
たいと思う方におすすめ。ちょっと
したセレブ気分を味わえます。
見た目も豪華な和牛ローストビーフ
は、パーティーの場を盛り上げるの
にひと役買ってくれることでしょ
う。

※全10品
※30名様～ご注文可

【内容】　和牛ローストビーフ コンソメジュレ／生ハムとチーズ 各種のプラッター／蒸し鶏のサラ
ダ仕立て／油淋鶏／メカジキのグリル／スモークサーモンのカルパッチョ／鶏肉とイカのオイス
ターソース炒め／牛肉と山芋のミルフィーユ仕立て／ミックスサンドイッチ／フルーツ盛り合わせ

シルバープラン

お1人様 4,000円
(税込4,400円)

贅沢な食材を惜しみなく使ってい
るコースです。和牛ローストビーフ
やフォアグラのステーキといった高
級食材をふんだんに使った10種類
のメニューで、ゲストのお腹をしっ
かりと満たすことができます。和洋
中の豊富なメニュー構成にご満足
いただけること間違いありません。

※全10品
※30名様～ご注文可

【内容】　和牛ローストビーフ コンソメジュレ／生ハムとチーズ 各種のプラッター／蒸し鶏のサラ
ダ仕立て／油淋鶏／メカジキのグリル／フォアグラと大根のステーキ／大海老のチリソース／ス
モークサーモンのカルパッチョ ディル風味／ミックスサンドイッチ／フルーツ盛り合わせ

ゴールドプラン

お1人様 5,000円
(税込5,500円)

高級食材を贅沢に使っているゴー
ルドプランは、最上級のおもてなし
をする上でおすすめです。和牛のな
かでも極上のお肉やフォアグラ、フ
カヒレといった食材で、舌の肥えた
ゲストにもご満足していただること
うけあいです。是非大切な場でご利
用くださいませ。

※全10品
※30名様～ご注文可

【内容】　極上和牛ローストビーフ コンソメジュレ／生ハムとチーズ 各種のプラッター／蒸し鶏のサラダ
仕立て／牛肉と山芋のミルフィーユ仕立て／大海老のチリソース／フォアグラと大根のステーキ／フカヒ
レの姿煮／スモークサーモンのカルパッチョ ディル風味／ミックスサンドイッチ／フルーツ盛り合わせ

デザートバイキングプラン

お1人様 3,000円
(税込3,300円)

女性ゲストが多く集まる場でスイー
ツは欠かせません。見た目もカラフ
ルでかわいらしいフォトジェニック
なケーキバイキングは、SNS映えす
ること間違いありません。もちろ
ん、食事メニューも充実しているの
で、しっかりお腹も満たせます。

※全11品
※30名様～ご注文可

【内容】　デザートバイキング／シーザーサラダ／イタリアンミートとチーズのプラッター／スモー
クサーモンのマリネ ディル風味／小海老とイカのオーロラソースサラダ／タンドリーチキンのトル
ティーヤロール／鶏肉の唐揚げ＆スパイシーポテト／葱豚塩焼きそば／プチケーキ アラカルト

ローストビーフプラン

お1人様 4,000円
(税込4,400円)

ケータリングサービスのメニュー
の中でもっとも盛り上がるのが、
シェフによるローストビーフのカッ
ティングです。ローストビーフはテー
ブルをより豪華に見せ、彩りを添え
てくれます。
少し贅沢なパーティーシーンの演
出にぜひご利用ください。

※全11品
※30名様～ご注文可

【内容】　ローストビーフ／シーザーサラダ／イタリアンミートとチーズのプラッター／スモークサー
モンのマリネ ディル風味／小海老とイカのオーロラソースサラダ／タンドリーチキンのトルティー
ヤロール／鶏肉の唐揚げ＆スパイシーポテト／葱豚塩焼きそば／プチケーキ アラカルト

2時間飲み放題オプション　お1人様1,500円 (税込1,650円)

アルコール
ソフトドリンク

瓶ビール　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

※ケータリングプランのご利用には、人数分の飲み放題オプションのご注文が条件となっております。

-プレジャーケータリング-



バリュープラン

お1人様 1,000円
(税込1,100円)

デリバリープランの中でも、もっと
もお手頃価格のプランです。サラダ
から前菜、人気の和風唐揚げや手
軽にお召し上がれるミックスサンド
イッチなどといったバラエティに富
んだメニュー内容になっています。
会社での慰労会や、ちょっとした軽
食パーティーなどにおすすめです。

※全6品
※20名様～ご注文可

【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

ベーシックプラン

お1人様 2,000円
(税込2,200円)

前菜やサラダ、人気のから揚げや
デザートまで付いた、基本のプラン
です。スパイシーポテトフライや和
風唐揚げは、老若男女のゲストに
お喜びいただけます。締めのデザー
トは、見た目にもかわいらしく、女
性ゲストのお腹も心も満たしてく
れることでしょう。

※全8品
※10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

ブロンズプラン

お1人様 3,000円
(税込3,300円)

少し贅沢なパーティーを演出した
い場合におすすめのプランです。和
牛のローストビーフや、関西寿司の
盛り合わせといった、和洋中そろっ
た華やかなメニューをそろえてい
ます。普段のパーティーだけでな
く、ウエディングパーティーなどに
も最適です。

※全6品
※7名様～ご注文可

【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
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

シルバープラン

お1人様 4,000円
(税込4,400円)

ワンランク上のデリバリープランを
お望みなら、シルバープランがおす
すめ。厳選和牛を使用した柔らか
和牛のローストビーフや新鮮な海
鮮を使用した上握りなどがテーブ
ルを飾ります。舌の肥えたゲストが
多いとき、味にこだわりたい場合に
是非ご利用ください。

※全6品
※5名様～ご注文可

【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

ゴールドプラン

お1人様 5,000円
(税込5,500円)

厳選された新鮮な食材をたっぷり
使用した、贅沢なプランです。ご予
約は4名様からお受けしております
ので、自宅で特別なゲストをお招き
する場合や、少人数でのパーティー
などにも最適です。ご要望によりメ
ニューの変更も可能ですので、お気
軽にご相談ください。

※全6品
※4名様～ご注文可

【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

デザートバイキングプラン

お1人様 2,700円
(税込2,970円)

女性ゲストが多く参加するパーテ
ィーで喜ばれるデザートバイキング
プランです。さまざまな種類のケー
キをご用意していますので、心ゆく
までご堪能ください。デリバリーサ
ービスですが、スイーツバイキング
のみスタッフの派遣も可能です。

※全9品
※20名様～ご注文可

【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
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 アラカルト

- 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!!

-プレジャーケータリング-



お1人様 1,500円
(税込1,650円)

駒沢に店舗を構える人気店のメニ
ューが登場！お店の看板メニュー
「ジャークチキン」はジャマイカ産
スパイスに一晩漬け込んだ国産鶏
モモ肉を直火で一気に焼き上げ
た、スパイシーかつジューシーな一
品！ボリューム満点でお値段以上
の満足度です。

※全6品
※30名様～ご注文可

【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

お1人様 1,500円
(税込1,650円)

気軽につまめるトルティーヤチップ
ス、スパイシーなケイジャンチキン
などがデリバリーで気軽に、パーテ
ィーシーンで楽しめます。人気のス
モーク盛り合わせのスモークエッ
グは一度は味わっていただきたい
美味しさです！

※全6品
※30名様～ご注文可

【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

お1人様 1,980円
(税込2,178円)

肉厚のスモークサーモンをふんだ
んに使ったサラダや、お店の看板メ
ニュー「ジャークチキン」や、食欲を
そそる香りがたまらない「イカと野
菜のガーリック炒め」など、おなか
一杯間違いなし！飽きることなくつ
い食べ続けちゃう、そんなメニュー
です。

※全7品
※30名様～ご注文可

【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／
ジャークチキン／ペンネアラビアータ

お1人様 1,980円
(税込2,178円)

贅沢にサーモンを使用した「スモー
クサーモンサラダ」や、鴨スモーク
が入った「スモーク盛り合わせ」、サ
クサクの生地に具だくさんのキッ
シュ、そして人気の「ケイジャンフラ
イドチキン」など盛りだくさん！ス
パイシーでジューシーなメニュー
の数々に食べる手が止まりません。

※全7品
※30名様～ご注文可

【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
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
ンフライドチキン／ペンネアラビアータ

お1人様 2,500円
(税込2,750円)

生ハムやテリーヌなどを盛り合わ
せた「シャルキュトリー盛り合わ
せ」や、ボリューム満点の「スパニッ
シュオムレツ」、また人気の「ジャー
クチキン」にうまみの詰まった「ミ
ニ粗挽きフランク」など盛りだくさ
んのメニューで様々なゲストに喜ん
でいただけるコースです。

※全8品
※30名様～ご注文可

【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
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

お1人様 2,500円
(税込2,750円)

メニュー量も多く、メインディッシ
ュは「チキントマト煮ケイジャン風
味」と「ケイジャンフライドチキン」
がどちらも楽しめます！さらにジャ
ンバラヤに絶品デザートプレート
までついて、パーティーシーンに最
適。豪華な8品がテーブルを鮮やか
に彩ります。

※全8品
※30名様～ご注文可

【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／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
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

【デリバリー】ドリンクセット　お1人様 1,500円 (税込1,650円)

アルコール
ソフトドリンク

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

BROOKLYN DINER マンハッタン
ブル ッ クリン ダ イ ナ ー

BROOKLYN DINER ブロンクス
ブル ッ クリン ダ イ ナ ー

BROOKLYN DINER スタテン
ブル ッ クリン ダ イ ナ ー

BROOKLYN DINER クイーンズ
ブル ッ クリン ダ イ ナ ー

BROOKLYN DINER ニューヨーク
ブル ッ クリン ダ イ ナ ー

BROOKLYN DINER ブルックリン
ブル ッ クリン ダ イ ナ ー

-プレジャーケータリング-


