ケータリングとデリバリーの2種類のサービス
【ケータリング】 お料理は陶器やガラスなどの器に綺麗に飾り付けて
お持ちし、テーブルセッティングをさせていただきます。
【デリバリー】

使い捨ての容器による配達となります。お料理の配達
のみですので、お気軽にご利用いただけます。

■予算に合わせてメニューを考えてほしい！
■装飾花やカラオケなどの演出をして欲しい！

ケータリング配送表
最低お料理
配達料金

配達エリア
23区

高速料金

配達手数料

63,000 円以上

無料

23区外
埼玉県・千葉県・神奈川県

63,000 円以上 実質高速料金代

3,000円

茨城県・栃木県・群馬県

150,000 円以上 実質高速料金代

3,000円

お気軽にお問合せください。

その他の地域
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■お料理以外の会場準備、片付け等もして欲しい！
■コンパニオンさんを派遣して欲しい！
■初めての幹事！お店にサポートしてほしい！
当店ではパーティーに必要となる機材や設備、備品などほぼ全て
お持ちしますのでご安心ください。人数やご予算等、ご希望をお聞
かせください。会場下見からお打ち合わせ・当日の進行・演出まで
パーティーコーディネーターがお手伝いさせていただきます。

デリバリー（ワンウエイ）配送表
配達エリア

最低お料理
配達料金

23区

15,000円以上

高速料金

懇親会
歓送迎会
忘新年会
竣工披露
周年行事
結婚披露宴

様
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配達手数料
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無料

23区外
埼玉県・千葉県・神奈川県

52,500 円以上 実質高速料金代

3,000円

茨城県・栃木県・群馬県

100,000 円以上 実質高速料金代

3,000円

パーティーケータリングのご案内

一緒にオンリーワンパーティーを作り上げましょう。

まずは、開催の日時、場所、人数、予算等をお知らせください。
ご要望を伺った後、プランナーがお見積もりを作成します。
お電話・FAXまたはメールにて送付させていただきます。

②お見積り確認
お客様のご要望に添えるまで、ご提案致します。
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①お問合せ

ご予約期限
ケータリング：5日前まで

デリバリー：3日前まで
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お問合せからパーティー当日までの流れ

お気軽にお問合せください。

その他の地域

キャンセルについて
予約日の3日前～前々日は50％、前日・当日は100％頂戴いたします。

si n

お支払について

ce1978

・代金引換（商品お届け時に配達員にお支払い下さい。）
・請求書発行後振込（お振込み期日は、翌月末日までとさせて頂きます。）
・請求書でのお支払いは、会社・法人・団体に限らせて頂きます。
（個人様のお取り扱いはできません）

③お打ち合わせ
ご希望がございましたら、弊社の営業スタッフがご指定の
場所までお打合せにお伺い致します。
会場が広い場合や人数が多い場合は下見をさせて頂きます。

ご予約・ご相談ダイヤル

0120-698-700

④お見積り確定
予算や人数などの最終確定をご連絡をいただいた後、
確定のお見積り書を送付致します。
※人数変更は3日前までにお願いします。

パーティーサービス

Partyservice OMURAI
株式会社

⑤パーティー当日
パーティー当日は幹事様がご安心していただけるよう、
スタッフがしっかりサポートさせていただきます。最高のパー
ティーになりますよう心を込めて努めさせていだたきます。

オムライ

おむらい

東京都墨田区文花3-21-11
ホームページ

http://www.omurai.jp
info@omurai.jp
e-mail

TEL
FAX

03-3613 - 5 0 8 1
03-3618 - 2 7 2 0

こちらから
アクセス!!

0120-698-700

ケータリングのご案内

演出料理の ご 案内

デリバリープランのご案内

銀食器やチューフィングデッィシュを使用した
ホテル同等の本格的なケータリングサービス

演出料理を取り入れてより一層華やかに
パーティーを盛り上げるサービスです。

お皿は全て使い捨て容器を使用した、
お届けのみのサービスとなっております

江戸前握り寿司のサービス
寿司職人が現地にて握らせていただきます！

・こちらの商品は別途人件費がかかります。
・最少催行人数 50名様以上
（パーティー例）

お1人様

1 000

\ ,

（＋税）

外国人向けお客様へのパーティー
新年会、役員様向け社内懇親会など

お誕生会
ホームパーティー
セミナー・イベント
各種宴会等に！

天ぷらの現地揚げサービス
揚げたてアツアツ！天ぷら本来の味をご堪能頂けます！

・こちらの商品は別途人件費がかかります。
・最少催行人数 50名様以上
（パーティー例）

スタンダードコース

外国人向けお客様へのパーティーなど

お1人様

お料理代金 お一人様 3,000円(＋税) 20名様よりお承ります。
ドリンクは飲み放題、開栓制プラン、お持込プランをご利用ください。

1 500

\ ,

（＋税）

ビュッフェスタイル（立食）

デリバリーコース

※お料理代金+人件費・その他諸費用がかかります。

ローストビーフのカットサービス

＜メニューの一例＞

シェフがお伺いし、その場でカットサーブ致します！

＜メニューの一例＞

（パーティー例）
結婚パーティー、新年会、社内懇親会
キックオフパーティーなど

フリードリンク 1,200円（＋税） 20名様～

\

850

チョコレートファウンテン
タワーから流れ出るチョコレートにお好みのフルーツや
マシュマロをつけてお楽しみください！
・最少催行人数 40名様以上
・追加は20名様（21,000円）単位となります。
・トッピングは以下のメニューをご用意しております。
カットフルーツ各種（イチゴ・バナナ等）
プチシュー、マシュマロ、ポッキー
1set

\ 32 ,000

（＋税）

瓶ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール
ウーロン茶・オレンジジュース・ミネラルウォーター
ロックアイス（氷）

お1人様

・冷製トマトのパスタ
（サラダ仕立て）
・香草チキン＆ポテトフライ
・サーモンのカルパッチョ

お1人様

・カレーピラフ
・オープンサンド（三種）
・枝豆
・一口カットケーキ

2 100

\ ,

（＋税）

3 000

\ ,

※お料理代金+配送料がかかる地域があります。

・こちらの商品は別途人件費がかかります。
・最少催行人数 50名様以上

（＋税）

お1人様

・豚の中華角煮《温製品》
・シーフードグラタン《温製品》
・ペペロンチーノ《温製品》
・ミックスサンドウィッチ
・シーズンフルーツ盛合せ

（＋税）

・洋風オードブルバリエーション
・シーザーサラダ
・香草チキンのオーブン焼き
＆ポテトフライ添え
・サーモンの和風カルパッチョ

お料理代金 お一人様 2,100円(＋税) 20名様よりお承ります。
ご予算に応じて、メニューをご提案できます。

【サービス備品】
お箸、紙皿、紙おしぼり、ゴミ袋

こちらのサービスは、お届けのみのサービスとなっております。
こちらのサービス併用でスタッフはつきませんので、ご了承ください。

※瓶ビールはキリン・アサヒ・サッポロからお選びいただけます。

飲み放題オプション（＋300円/お一人様）
瓶ビールを生ビールに変更可・日本酒・ワイン・カシス等
コーラ・ジンジャーエール

開栓プラン（飲んだ分だけのご精算）
お持込みプラン（お客様ご用意・グラス有料レンタル可）

ケータリングサービスは、弊社スタッフによる
会場のセッティング、パーティー開催中のお料
理管理や各テーブルの使用済みのお皿等の処理、
ドリンクコーナーでの給仕等を行う為、
人件費がかかります。
開催される趣旨や人数によってスタッフの人数
も変わります事、予めご了承ください。

御弁当
1,000円～承っております。
和風・洋風・中華弁当
高級懐石弁当など
ご予算に応じてご案内致します。
お気軽にご相談ください。

