PARTY PLAN【G-Style】
❖ パーティフードとドリンクプランを組み合わせてご注文ください ❖

パーティフード
お一人様

5品5皿

※パーティフードのみのご注文も承ります。［10名様～］
※（フードのみ場合、配膳等はお客様自身でお願いいたします。スタッフはつきません。）

お一人様

1,500円 コース （税抜）

2,500円 コース （税抜）

 グリーンサラダ
 ミックスサンドイッチ
 豚肩ロースのロースト
～ハニーマスタードソース～
 炙りサーモンのカルパッチョ
 本日のロールケーキ

 シーザーサラダ
 カニクリームコロッケ
～トマトソース～
 豚肩ロースのロースト
～ハニーマスタードソース～
 野菜のミニキッシュ
 一口ローストチキン（2貫）
 フライドポテト
 ミックスサンド
 ガパオライス
 フルーツタルトアソート
 プティシュークリーム

お一人様

8品7皿

2,000円 コース （税抜）

お一人様

10品8皿

3,000円 コース （税抜）














 グリーンサラダ
 ミックスサンドイッチ
 豚肩ロースのロースト
～ハニーマスタードソース～
 チキンフリット
 フライドポテト
 炙りサーモンのカルパッチョ
 本日のロールケーキ

ドリンクプラン
飲み放題プラン①
お一人様

1,100円
（税抜）

・ビール（乾杯分）
・ワイン
・焼酎
・カクテル系
・烏龍茶
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース
・ジンジャーエール
・コカ・コーラ

12品10皿

シーザーサラダ
ミートオムレツ
ピッツアミラネーゼ
炙りサーモンのカルパッチョ
フレンチトースト
～メイプルシロップ～
特製フライドチキン
～レモンペッパーソース～
フライドフィッシュ
～ハニーマスタード風味～
フライドポテト
カナッペ ツナ＆マヨネーズ
カナッペ トマト＆バジル
ガパオライス
プティカップケーキ

※パーティフードご注文のお客様に限ります。

飲み放題プラン②
お一人様

1,600円

お一人様

（税抜）

・生ビール
・ワイン
・焼酎
・カクテル系
・烏龍茶
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース
・ジンジャーエール
・コカ・コーラ

コーヒープラン

ソフトドリンクプラン

800円

お一人様

・ウーロン茶
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース
・ジンジャーエール
・コカコーラ







900円
（税抜）

（税抜）

・コーヒー
・紅茶
・ウーロン茶
・オレンジジュース
・グレープフルーツジュース

パーティは基本2時間制です。
各プランには、室料は含まれておりません。
フードの内容は変更する場合もございます。
合計50,000円（税抜）より受注。（金､土曜日は80,000円（税抜）～）
その他、ご予算に応じたパーティプランを組むことも可能です。
お気軽にご相談ください。

【ご予約・お問い合わせ】
貸し会議室・イベントホール

TEL：03-3780-0008
※画像はイメージです

フォーラムエイト

Mail：info@forum-8.co.jp

PARTY

PLAN【Coupole】
（2時間飲み放題付き）

【Ｂ：2,500円プラン】
・スモークサーモン＆コールミート
・チキンの唐揚げ
・3種類のチーズとクラッカー
・コンビネーションサラダ
・一口サンドウィッチ
・ソーセージ盛り合わせ
・プチケーキ

【Ｂ：3,500円プラン】

【Ｂ：3,000円プラン】
・洋風オードブル
・シーザーサラダ
・チキンの唐揚げ
・本日の中華料理
・ミックスサンドウィッチ
・特製煮込み料理
・海鮮焼きそば
・季節のフルーツ

【Ｂ：4,000円プラン】

・ローストビーフのカルパッチョ仕立て
・スモークサーモン＆ぷりぷりの海老サラダ
・チキンの香味揚げ
・本日の中華料理
・ミックスサンドウィッチ
・特製煮込み料理
・海鮮焼きそば or シーフードピラフ
・太巻き寿司
・季節のフルーツ

・和風前菜
・ローストビーフサラダ仕立て
・チキンの唐揚げ
・中華点心
・ミックスサンドウィッチ
・特製煮込み料理
・ソーセージ香草焼き＆スパイシーポテト
・海鮮焼きそば or シーフードピラフ
・にぎり寿司
・季節のフルーツ＆プチケーキ

【Ｂ：4,500円プラン】

【Ｂ：5,000円プラン】

・チーズ＆カナッペ
・スモークサーモンのサラダ
・ソーセージ香草焼き＆スパイシーポテト
・ローストビーフレホールソース
・チキンの粒マスタードソース
・中華点心
・特製煮込み料理
・上にぎり寿司
・海鮮焼きそば or シーフードピラフ
・ハムカツサンド＆ミックスサンドウィッチ
・プチケーキのアソート
・季節のフルーツ盛り合わせ

・和風前菜
・洋風オードブル
・チーズ＆カナッペ
・カニ爪のサラダ
・ローストビーフレホールソース
・チキンの香草焼き
・中華点心
・特製煮込み料理
・蕎麦 or 海鮮焼きそば
・カツサンド＆ミックスサンドウィッチ
・特上にぎり寿司
・和風スイーツ
・季節のフルーツ盛り合わせ

※プランの内容は変更する場合がございます。
※プランにはお料理・フリードリンク・サービス料を含みます。(会場費別途)
※人数や金額、お料理の内容等、各種ご相談承ります。お気軽にお問合せください。

【FREE DRINK】
瓶ビール・焼酎・ウイスキー・
ウーロン茶・オレンジジュース
【プラン別】日本酒・ワイン（赤･白）・カクテル（ｳｫｯｶ･ｶﾝﾊﾟﾘ･ｶｼｽ）

【ご予約・お問い合わせ】
貸し会議室・
イベントホール

フォーラムエイト

TEL：03-3780-0008
Mail：info@forum-8.co.jp

Sushi’s NEW YORK

MENU

ＧＯＵＲＭＥＴ
ケータリングメニュー

◈ ケータリングメニューと飲み放題メニューを組み合わせてご注文ください。（ケータリングメニューのみでも注文可）

ＲＩＣＨＭＯＮＤ

¥3,650

リッチモンド

しっかり味わえるボリュームに、バラエティ豊かなお料理！大満足の７品

グルメ

豪華食材をふんだんに使い、パーティシーンを彩る華やかなメニューを豊富に揃えました！
フィンガーフードが多く、立食パーティにぴったりです。

¥6,000

(税別)

［11品11皿］
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

(税別)

［12品7皿］
① アペタイザー3種の盛り合わせ（合鴨のロースト･トリュフ添え／
旬の野菜の新鮮マリネ／マーシュとシュリンプのCocktail）

② カリフォルニア・コブサラダ
③ 白身魚のRoast ガルニーチェ添え
④ NYスタイルロール（カリフォニアロール～Madison,St～／
チャイニーズロール～Canal,St～／ジャパニーズロール～Fort Lee～）
⑤ LIVE 「SUSHI」

牛ステーキと野菜のピンチョス～ピンチョスStyle～
サーモン＆パールオニオンピンチョス
アンデスポテトのアンチョビガーリック
イタリア産プロシュートカービング
トマトのブルスケッタ
サーモンとチーズのブルスケッタ
豚肩ロースのインボルティーニ
オマールエビのトルティーヤ
鮑のオレンジソース煮～ピンチョス仕立て～
季節のフルーツ盛り合わせ
ロールケーキと2種のプチシュークリームの盛り合わせ

⑥ 「Diavolo」
⑦ フルーツアソート

ＫＩＮＧＳ

キングス

特別な日はスペシャルにお祝い！NEW YORK STYLEの豪華メニューを取り揃えました。
ケータリングの域を超えたケータリングをお届けいたします！

ＭＡＮＮＨＡＴＴＡＮ

マンハッタン

“SUSHI×NY” を満喫できます！自信を持ってお届けするコストパフォーマンスの高いコースです。

¥4,500

① アペタイザー3種の盛り合わせ（合鴨のロースト･トリュフ添え／
旬鮮野菜のマリナード／マーシュとシュリンプのCocktail）
② 厳選！季節のサラダ～LAスタイル～
③ フリッティ・インサラーダ
④ NEWYORK・STYLE「SUSHI」の2種盛り合わせ（スモークサーモンと
五穀米の飾り寿司／ローストビーフロール）
⑤ NYスタイルロール（カリフォニアロール～Lombard,St～／
チャイニーズロール～Mott,St～／ジャパニーズロール～Arlington～）
⑥ LIVE 「SUSHI」
⑦ 「Teriyaki」
⑧ ベイクドスイーツ

クイーンズ

フォーマルからカジュアル、ビジネスからご友人の集まりまで、様々なシーンでご利用いただける人気のコースです。
極上のSUSHIをお届けいたします！

¥5,500

(税別)

［14品8皿］

(税別)

［14品8皿］

ＱＵＥＥＮＳ

¥6,500

① Premiumアペタイザー（フォアグラペーストのカナッペ／合鴨のロースト
トリュフ添え／海老とキャビアのオードブル）
② NEWYORK・STYLE「SUSHI」の３種盛り合わせ（スモークサーモンと
五穀米の飾り寿司／ローストビーフロール／合鴨ローストの逆さ寿司）
③ Petit野菜の冷製バーニャカウダ
④ オマールエビのオーブン焼き～ケイジャンStyle～
⑤ NYスタイルロールタワー
（カリフォニアロール～Broad Way～／チャイニーズロール
～Camber,St～／ジャパニーズロール～Little Tokyo～）
⑥ High-Grade・LIVE 「SUSHI」
⑦ 炙りサーモンの御造り
⑧ フルッタ・ミスト（フルーツアソート）

FREE DRINK
(税別)

［14品8皿］
① アペタイザー3種の盛り合わせ（フォアグラペーストのカナッペ／
ミニ野菜のローストマリネ／マーシュとシュリンプのCocktail）
② NEWYORK・STYLE「SUSHI」の３種盛り合わせ（スモークサーモンと
五穀米の飾り寿司／ローストビーフロール／合鴨ローストの逆さ寿司）
③ カリフォルニア・コブサラダ
④ 白身魚のRoast ガルニーチェ添え
⑤ NYスタイルロール（カリフォニアロール～Lombard,St～／チャイニーズ
ロール～Mott,St～／ジャパニーズロール～Arlington～）
⑥ LIVE 「SUSHI」
⑦ 「Diavolo」
⑧ フルッタ・ミスト（フルーツアソート）
■ お料理のみ（デリバリー）のご予約の場合は、10名様より承ります。
■ ケータリング（飲み放題付）でのご予約の場合、￥50,000(税別)より承ります。（金､土曜日は
￥8,000(税別)～）
■ 基本的に、ケータリング（飲み放題付）でのご利用は2時間制となります。各プランには室料は含まれておりません。

ＳＴＡＮＤＡＲＤ

飲み放題メニュー

スタンダード飲み放題

生ビール（ビールサーバーにて飲み放題）／ワイン（赤・白）／焼酎（芋・麦）／梅酒／
カクテル（カシス・ピーチ・ライチ）／ジン／ウォッカ／ウィスキー／
ウーロン茶／オレンジジュース／グレープフルーツジュース／ジンジャーエール／コカコーラ

ＣＡＳＵＡＬ

カジュアル飲み放題

ビール（乾杯分のみ）／ワイン（赤・白）／焼酎（芋・麦）／梅酒／
カクテル（カシス・ピーチ・ライチ）／ジン／ウォッカ／ウィスキー／
ウーロン茶／オレンジジュース／グレープフルーツジュース／ジンジャーエール／コカコーラ

ＳＯＦＴＤＲＩＮＫ

ソフトドリンク飲み放題

ウーロン茶／オレンジジュース／グレープフルーツジュース／ジンジャーエール／コカコーラ

【ご予約・お問合せ】

フォーラムエイト

TEL：03-3780-0008

¥1,600
¥1,100

(税別)

(税別)

¥800
Mail：info@forum-8.co.jp

(税別)

※画像はイメージです

PARTY

PLAN【Max Part】
（2時間飲み放題付き）

【Ｄ：4,320円プラン】
・チキンのトマト煮込み マレンゴ風
・特製パスタ料理
・各種フライの盛り合わせ
・本日のスープ
・ホテル特製ピラフ
・サラダバー
・ロールケーキとクロワッサン
・フルーツカクテル キッシュ風味
（計8品）

【Ｄ：8,640円プラン】

【Ｄ：5,400円プラン】
・洋風オードブル盛り合わせ
・リヨン風サラダ
・真烏賊とトマト・胡瓜のマリネ
・ミックスサンドウィッチ
・フルーツ盛り合わせ
・中華点心盛り合わせ
・揚げ物の盛り合わせ
・チキンとポテトのカレー風味焼き
・太巻き寿司と稲荷
・上海風焼きそば
・グリルソーセージ
・中華蒸し鶏の胡麻ソース
（計12品）

・スモークサーモンとチーズの盛り合わせ
・シーザーサラダ
・鴨パストラミのカルパッチョ仕立て
彩り野菜添え
・ミックスサンドウィッチ
・シーフードと緑黄野菜のマリネ バジル風味
・プチシューのプロフィットロール仕立て
・フルーツのコンポート キルシュ風味
・季節のフルーツ盛り合わせ
・コーヒー 又は 紅茶
・海の幸のフライ レムラードソース添え
・小海老とソーセージのジャンバラヤ風ピラフ
・スパゲティボロネーゼ
・マカロニとポテトのグラタン
・チキンの香味揚げ ガーリック風味
・スパニッシュオムレツ
・魚のグリル香草風味
・創作鯛飯
・冷やし讃岐饂飩
（計18品）

【フリードリンク】
ビール･赤ワイン･白ワイン･焼酎･
ウィスキー･烏龍茶･オレンジュース

【Option】
【実演】
・蕎麦または讃岐うどん
・握り寿司
・パルメジャーノチーズの茹で上げパスタ
・ローストビーフ
・チョコレートファウンテン
・季節のフルーツカッティングサービス
【Others】
・装花 ・氷細工 ・シャンパンタワー ・樽酒

◆ 人数：80名様より
◆ 時間：2時間制
※プランの内容は変更する場合がございます。
※プランにはお料理・フリードリンク・サービス料・
出張費を含みます。(会場費別途)
※上記以外のプランもございます。お問合せください。
【ご予約・お問い合わせ】
貸し会議室・
イベントホール

フォーラムエイト

TEL：03-3780-0008
Mail：info@forum-8.co.jp

