
●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 洋風オードブル　サマーバージョン ●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 特上握り寿司

2 ローストビーフ野菜巻きとスモークサーモン野菜巻き 2 スモークサーモンのイタリアンマリネ　

3 上にぎり寿司 3 コッパと生ハムの盛合せ　グリッシーニ添え

4 バラエティーサンドイッチ 4 真鯛のカルパッチョ　梅肉ソース

5 チャーシュー　辛味ネギ添え 5 スティックベジタブル　バーニャ—ガウダーソス

6 アジアンフライ盛り合わせ 6 各種フロマージュ盛合せ

7 中華クラゲの鴨肉和え 7 バケットローストビーフサンド

8 パプリカムースと夏野菜のパルフェ 8 カリフラワーと人参のムース2色のカクテル

9 シーフードのジェノバ風冷製パスタ 9 茶そば　イクラおろし

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 10 サーロインステーキ　オーストラリア産 ●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 10 的鯛のポワレ　浅利のヴァンブランソース

11 豚肩ロースのソテー　ハワイヤン風 11 子羊の香草パン粉焼き

12 若鶏のｶﾞﾗﾝﾃｨｰﾆ　ﾏｽﾀｰﾄﾞｿｰｽ 12 ホタテ貝と天使海老の　シャンパンソース

13 帆立のベーコン巻き　ケッカソース 13 若鶏のソーセージのバロティーヌ

14 海老湯葉巻き　ソース・サバイヨン 14 オマールエビのスパイシー焼き

15 浅利のガーリック・キッシュ 15 シェフ気まぐれな一品

16 パエリア風シーフードピラフ ●デザート

●デザート●デザート

●デザート 16 フルーツ盛り合わせ

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 17 季節のフルーツとプチケーキ 17 フルーツゼリーの盛り合せ

18 デミタスコーヒー 18 デミタスコーヒー

●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 洋風オードブル　サマーバージョン ●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 握り寿司

2 ローストビーフ＆鴨肉のロースト　ミラー盛り 2 真鯛のカルパッチョ　梅肉ソース

3 にぎり寿司 3 ローストポーク　シャスールソース

4 ミックスサンドイッチ 4 スティックベジタブル　バーニャ—ガウダーソース

5 ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝのｶﾙﾊﾟｯﾁｮ　ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂの香り 5 海老とアボガドの生春巻き

6 柔らか烏賊と彩野菜のマリネ 6 各種フロマージュ盛合せ

7 蒸豚バラ肉の水菜巻き　ケッパー・トマトソース 7 バケットのスモークサーモンサラダ

8 アジアンフライ盛り合わせ 8 コッパと生ハム盛合せ　グリッシーニ添え

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 9 牛さがりのガーリックステーキ ●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 9 子羊の香草パン粉焼き

10 鶏肉と青梗菜のオイスター炒め 10 魚介類のパエリア　南仏風

11 黒酢酢豚 11 若鶏のソーセージ入りバロティーヌ

12 鱧のムース包み　ソース・プリューヌ 12 天使の海老と帆立貝のクリーム煮

13 帆立と茸のブルギニオン　トースト添え 13 的鯛のポワレ　浅利ヴァンブランソース

14 温製タコライス ●デザート

●デザート●デザート

●デザート 14 フルーツ盛り合わせ

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 15 季節のフルーツとプチケーキ 15 ケーキ盛り合わせ

16 デミタスコーヒー 16 デミタスコーヒー

●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 洋風オードブル　サマーバージョン ●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 握り寿司

2 ローストポーク＆スモークサーモンのミラー盛り 2 洋風ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ盛合せ

3 にぎり寿司 3 真鯛のカルパッチョ　梅肉ソース

4 サンドウィッチ 4 海老とアボガドの生春巻き

5 牛肉のカルパッチョ　ｻﾗﾀﾞ山菜ﾏﾖ風味 5 豚シャブの夏野菜サラダ仕立て　ピリ辛胡麻ドレッシング

6 サーモンと海老の湯葉巻き 6 コッパと生ハム盛合せ　グリッシーニ添え

7 蒸し鶏と湯引きモヤシの四川風 7 バケットのスモークサーモンサラダ

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 8 豚バラ肉の野菜巻き　マスタードソース ●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 8 若鶏のソーセージ入りバロティーヌ

9 つくねのチーズ焼き 9 本日のピザ

10 白身魚のムニエル　ｿｰｽ･ﾌﾟｯﾀﾈｽｶ 10 魚介類のパエリア

11 帆立のソテー　バターカレーソース 11 白身魚のカレー風味のムニエル　野菜添え

12 ソース焼きそば ●デザート

●デザート●デザート

●デザート 12 フルーツ盛り合わせ

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 13 季節のフルーツとプチケーキ 13 ケーキ盛り合わせ

14 デミタスコーヒー 14 デミタスコーヒー

6～8月の和洋中ビュッフェメニュー6～8月の和洋中ビュッフェメニュー6～8月の和洋中ビュッフェメニュー6～8月の和洋中ビュッフェメニュー

レストラン「赤坂クーポール」レストラン「赤坂クーポール」レストラン「赤坂クーポール」レストラン「赤坂クーポール」味工房スイセン味工房スイセン味工房スイセン味工房スイセン
『安全で、美味しく、ヘルシー』をテーマに、常に新鮮な食材とこだ

わりで最高の料理をお届け致します。和・洋・中それぞれ経験豊富な

料理長を中心に本格ビュッフェ料理をご提供致します。是非一度お試

し下さい。

パーティの趣旨や出席者様のご年齢層など様々なご要望にあわせ、

フードコーディネーター資格認定者がメニュープランを作成し、各分

野専門の職人が調理を致します。いつも新鮮なお料理を安全にお届け

致します。美味しさだけではなく、安全にもこだわり、Jリーグをは

じめ、サッカー国際試合にも提供しているスイセンのお料理を是非お

楽しみ下さい。

2017年6月1日（木）～2017年8月31日（木）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

※上記メニューはサンプルです。お日にちや人数により内容は変わりますので予めご了承下さい。

●Cプラン●　　

●Cプラン●　　●Cプラン●　　

●Cプラン●　　全14品

全14品全14品

全14品●Cプラン●　　

●Cプラン●　　●Cプラン●　　

●Cプラン●　　全14品

全14品全14品

全14品

●Ａプラン●　　

●Ａプラン●　　●Ａプラン●　　

●Ａプラン●　　全18品

全18品全18品

全18品●Ａプラン●　　

●Ａプラン●　　●Ａプラン●　　

●Ａプラン●　　全18品

全18品全18品

全18品

●Bプラン●　　

●Bプラン●　　●Bプラン●　　

●Bプラン●　　全16品

全16品全16品

全16品●Bプラン●　　

●Bプラン●　　●Bプラン●　　

●Bプラン●　　全16品

全16品全16品

全16品



●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 自家製ピクルス ●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 有頭海老の姿煮

2 鴨肉と姫豚のパテ 2 鮎魚女の葛うち

3 ラタトゥイユのゼリー寄せ 3 白身魚のパイ包み焼き

4 スモークサーモンのマリネ 4 4種の華手毬寿司

5 キッシュ・ロレーヌ 5 ラタトゥイユ

6 モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ 6 茶わん蒸し　雲丹の風味を加えて

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 7 鴨肉のコンフィ ●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 7 浅利とムール貝のパエリア

8 帆立貝のカダイフ 8 南仏風鶏のトマト煮

9 ブイヤベースと自家製フランスパン　アイオリソースにて 9 ジャガイモのグラタン

10 シーフードピラフ 10 宮崎ハーブ牛と車麩のすき煮

11 若鶏のフリット　レモン塩にて 11 国産牛のローストビーフ

12 蛸とオリーブのトマト煮 12 小海老のクリーム煮　オマール海老のソースを加えて

13 和牛のローストビーフ ●デザート

●デザート●デザート

●デザート 13 テリーヌオフリュイ

14 オレンジとピンクグレープフルーツのタルト 14 パンナコッタ　季節のフルーツを添えて

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 15 パンナコッタ　季節の果実を添えて 15 宇治抹茶の柔らかプリン

16 テリーヌオフリュイ 16 彩フルーツの盛り合わせ

17 彩フルーツの盛り合わせ 17 デミタスコーヒー

18 デミタスコーヒー

●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 自家製ピクルス ●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 有頭海老の姿煮

2 鴨肉と姫豚のパテ 2 鮎魚女の葛うち.

3 ラタトゥイユ 3 白身魚のパイ包み焼き

4 ペンネサラダ 4 4種の華手毬寿司

5 キッシュ・ロレーヌ 5 ラタトゥイユ

6 モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ 6 茶わん蒸し　雲丹の風味を加えて

7 鴨肉のコンフィ ●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 7 稚鮎のフリット　レモン塩にて

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 8 帆立貝のカダイフ 8 浅利とムール貝のパエリア

9 ブイヤベースと自家製フランスパン　アイオリソースにて 9 鶏のトマト煮

10 シーフードピラフ 10 ジャガイモのグラタン

11 若鶏のフリット　レモン塩にて 11 宮崎ハーブ牛と車麩のすき煮

12 蛸とオリーブのトマト煮 ●デザート

●デザート●デザート

●デザート 12 テリーヌオフリュイ

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 13 オレンジとピンクグレープフルーツのタルト 13 パンナコッタ　季節のフルーツを添えて

14 パンナコッタ　季節の果実を添えて 14 彩フルーツの盛り合わせ

15 テリーヌオフリュイ 15 デミタスコーヒー

16 デミタスコーヒー

●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 自家製ピクルス ●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 有頭海老の姿煮

2 鴨肉と姫豚のパテ 2 鮎魚女の葛うち

3 ラタトゥイユ 3 白身魚のパイ包み焼き

4 ペンネサラダ 4 ペンネサラダ

5 キッシュ・ロレーヌ 5 焼き穴子といくらの散らし寿司

6 モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ 6 ラタトゥイユ

7 富士さわやか鶏のコンフィ 7 茶わん蒸し　雲丹の風味を加えて

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 8 帆立貝のカダイフ ●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 8 稚鮎のフリット　レモン塩にて

9 ブイヤベースと自家製フランスパン　アイオリソースにて 9 浅利とムール貝のパエリア

10 シーフードピラフ 10 南仏風鶏のトマト煮

11 若鶏のフリット　レモン塩にて ●デザート

●デザート●デザート

●デザート 11 パンナコッタ　季節のフルーツを添えて

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 12 オレンジとピンクグレープフルーツのタルト 12 彩フルーツの盛り合わせ

13 パンナコッタ　季節の果実を添えて 13 デミタスコーヒー

14 デミタスコーヒー

6～8月の欧風・ハラールビュッフェメニュー6～8月の欧風・ハラールビュッフェメニュー6～8月の欧風・ハラールビュッフェメニュー6～8月の欧風・ハラールビュッフェメニュー
2017年6月1日（木）～2017年8月31日（木）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

※上記メニューはサンプルです。お日にちや人数により内容は変わりますので予めご了承下さい。

フランス料理ビストロやまフランス料理ビストロやまフランス料理ビストロやまフランス料理ビストロやま

正式なハラール認承を持つ「株式会社明成」より国内では数少ないハラール料理を提供致します。

拡大するイスラム件やベジタリアンの皆様へ正しく美味しいお食事をご用意致します。

●Ａプラン●

●Ａプラン●●Ａプラン●

●Ａプラン●全18品　￥10,800　

全18品　￥10,800　全18品　￥10,800　

全18品　￥10,800　※ハラール対応ではありません

※ハラール対応ではありません※ハラール対応ではありません

※ハラール対応ではありません ●ハラールＡプラン●

●ハラールＡプラン●●ハラールＡプラン●

●ハラールＡプラン●全17品　￥9,900

全17品　￥9,900全17品　￥9,900

全17品　￥9,900

●Bプラン●

●Bプラン●●Bプラン●

●Bプラン●全16品　￥8,800　

全16品　￥8,800　全16品　￥8,800　

全16品　￥8,800　※ハラール対応ではありません

※ハラール対応ではありません※ハラール対応ではありません

※ハラール対応ではありません ●ハラールBプラン●

●ハラールBプラン●●ハラールBプラン●

●ハラールBプラン●全15品　￥8,900

全15品　￥8,900全15品　￥8,900

全15品　￥8,900

●Cプラン●

●Cプラン●●Cプラン●

●Cプラン●全14品　￥7,800　

全14品　￥7,800　全14品　￥7,800　

全14品　￥7,800　※ハラール対応ではありません

※ハラール対応ではありません※ハラール対応ではありません

※ハラール対応ではありません ●ハラールCプラン●

●ハラールCプラン●●ハラールCプラン●

●ハラールCプラン●全13品　￥7,900

全13品　￥7,900全13品　￥7,900

全13品　￥7,900



●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 スフレフロマージュ　パルマ産プロシュートを添えて

2 鮎のリエット　爽やかな加賀太キュウリのジュレと海藻ビーズ

3 鴨胸肉のショーフロワー

4 枝豆のブランマンジェ　アワビとムール貝のエキス

5 鰻蒲焼SUSHI

6 カンパチの昆布〆SUSHI

7 あさりとバジルのトマトファルシーSUSHI

8 ポテトとパンチェッタのデラックスサラダ

9 スダチとラディッシュの冷やかけ蕎麦

10 イカとオニオンのマスタード風味

11 ガーリックシュリンプと季節野菜マリネ　塩レモンとエストラゴンの香り

12 ポークレッグの塩漬けと赤キャベツのサラダ　ペッパー風味

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 13 鮮魚のオーブン焼き　ガーリックアンチョビバター風味

14 三元豚と季節野菜のロースト きのこのソース

15 ペンネアラビアータ

16 新生姜と鯵の炊き込み御飯

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 17 フィンガースイーツの盛り合わせ

18 デミタスコーヒー

●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 ふすまパンとレタスのハムチーズサンド

2 スモークサーモンとレモンクリームのロールピンチョス

3 鰻蒲焼SUSHI

4 カンパチの昆布〆SUSHI

5 あさりとバジルのトマトファルシーSUSHI

6 夏野菜のガスパッチョ　カッペリーニサラダ

7 フライドチキン　ハラペーニョタルタルソース

8 粗びきソーセージとキタアカリポテトの粒マスタード和え

9 魚貝類のフリットミスト　スパニッシュソース

10 キハダマグロのミキュイ　カレー風味のヴィネグレット

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 11 豚肉の厚切りロースト　シャンピニオンとマデラ酒のソース

12 鶏肉とキノコの豆腐ハンバーグ　　和風おろしソース

13 蛸と青唐辛子のラグーペンネ

14 ミラノ風ドリア

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 15 フィンガースイーツの盛り合わせ

16 デミタスコーヒー

●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 ミニチーズバーガー　カリ—ブルストソース

2 カンパチの昆布〆SUSHI

3 あさりとバジルのトマトファルシーSUSHI

4 韓国風チョレギサラダ

5 カマンベールとオニオンリングのフリット

6 自家製ハム　ザワークラウトと共に

7 豚肉と和野菜の冷製しゃぶしゃぶ　特製ポン酢ソース

8 若鳥から揚げ　バンバンジーソース

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 9 チキンミートボールと季節野菜のトマト煮込み

10 ジャーマンポテト＆ガーリックバタートースト

11 スモークサーモンのクリームソースペンネ

12 スパイシービーフカレー

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 13 フィンガースイーツの盛り合わせ

14 デミタスコーヒー

●Ｂプラン●　　

●Ｂプラン●　　●Ｂプラン●　　

●Ｂプラン●　　全16品

全16品全16品

全16品

●Cプラン●　　

●Cプラン●　　●Cプラン●　　

●Cプラン●　　全14品

全14品全14品

全14品

※上記メニューはサンプルです。お日にちや人数により内容は変わりますので予めご了承下さい。

7～8月の創作料理ビュッフェメニュー7～8月の創作料理ビュッフェメニュー7～8月の創作料理ビュッフェメニュー7～8月の創作料理ビュッフェメニュー
2017年7月1日（土）～2017年8月31日（木）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

（ご提供人数　30名様より最大180名様迄）

FUORICLASSEFUORICLASSEFUORICLASSEFUORICLASSE
～フォリクラッセ～～フォリクラッセ～～フォリクラッセ～～フォリクラッセ～

2016年4月より新たに加わったケータリング会社です。ミシュランの星を持つ有名フレンチレストランで腕を振るい、

渡欧修行したシェフ・二戸 浩二が率いる新進系ケータリング。宝飾品のようなフィンガーフードは、まるでアート作品です。

●Ａプラン●　　

●Ａプラン●　　●Ａプラン●　　

●Ａプラン●　　全18品

全18品全18品

全18品



●冷製料理

●冷製料理●冷製料理

●冷製料理 1 イタリア産ハム3種盛り合わせ　グリッシーニ添え

2 スモークサーモン シトラス風味

3 北海道モッツァレラとトマトのカプレーゼ

4 お野菜のバーニャフレッダ　アンチョビソースとバジルマヨネーズで

5 築地市場よりお魚のカルパッチョ　オリーブオイル風味

6 白身魚のカルピオーネ　オレンジ風味

7 石窯焼きピッツァ　マルゲリータ

8 低温調理した大山鶏のコンフィー　サラダ仕立て　マルサラソース

●温製料理

●温製料理●温製料理

●温製料理 9 ハニーガーリックトーストとトマトのディップ

10 本日のおまかせトマト煮込みショートパスタ

11 シラスと夏野菜のビアンコ　スパゲッティーニ

12 牛肉のタリアータ　焼き野菜添え

13 鶏モモ肉のグリル　フレッシュトマトソース

●デザート

●デザート●デザート

●デザート 14 ケーキ＆フルーツ盛り合わせ

15 デミタスコーヒー

6～8月のイタリアンビュッフェメニュー6～8月のイタリアンビュッフェメニュー6～8月のイタリアンビュッフェメニュー6～8月のイタリアンビュッフェメニュー
2017年6月1日（木）～2017年8月31日（木）

ご提供人数　15名様より最大100名様迄

ご提供人数　15名様より最大100名様迄ご提供人数　15名様より最大100名様迄

ご提供人数　15名様より最大100名様迄

アルデンテの茹で上げパスタや石窯で焼き上げた手作りピッツァなどを中心にイタリア産の上質な食材を使用した本格的な

お料理をビュッフェアレンジしてご提供致します。上質なパスタ、チーズにオリーブオイル、トマトなど食材にこだわり、

本場の味をお楽しみいただけます。

ホテル1Fイタリアンレストランホテル1Fイタリアンレストランホテル1Fイタリアンレストランホテル1Fイタリアンレストラン
「VILLAZZA」提供「VILLAZZA」提供「VILLAZZA」提供「VILLAZZA」提供

その他、人数・ご予算等ございましたらご相談下さいませ。

その他、人数・ご予算等ございましたらご相談下さいませ。その他、人数・ご予算等ございましたらご相談下さいませ。

その他、人数・ご予算等ございましたらご相談下さいませ。

●イタリアンビュッフェプラン●　

●イタリアンビュッフェプラン●　●イタリアンビュッフェプラン●　

●イタリアンビュッフェプラン●　　全15品

　全15品　全15品

　全15品

※上記メニューはサンプルです。お日にちや人数により内容は変わりますので予めご了承下さい。

イタリアンプラン限定ドリンク特典

特典２

特典２特典２

特典２

フリードリンク12種に加え、

乾杯スパークリング

ワイン付き！！

特典１

特典１特典１

特典１

フリードリンク全種

（12アイテム）対応の

お得なプラン！

・ミックスナッツ※ ￥3,410

・ハム盛り合わせ※ ￥8,800

・チーズ盛り合わせ※ ￥6,820

・ピッツァマルゲリータ 1枚 ￥1,815

・ピッツァクアトロフォルマッジオ 1枚 ￥1,815

・おまかせパスタ※ ￥7,150

※約10名様分目安でございます。 ※上記金額には、消費税・サービス料が含まれております。

【オプションメニュー】


