CASUAL CATERING
CONVENIENT PARTY FOOD DELIVERY OR PICK UP

ORDERING GUIDE AND SERVICES
ご注文方法について
ご注文はE-MAILにて承ります。
ご予算、
ご利用人数等各種ご要望に応じた提案をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

Please send your enquires & orders via e-mail. Custom orders tailored to
your specific needs, are welcome
Please do not hesitate to contact us at

e-mail: vashon-sbc-kabuto@brandpartners.co.jp
ORDERING HOURS

受付時間

平日10:00〜21:00 ＊ご利用日の３日前まで承ります。

Mon-Sun 10:00-21:00

*Orders are accepted three days prior to the function date

DELIVERY TIMES

配達時間

平日16:00〜20:00 ＊ご利用日の３日前までにご指定ください。ランチタイムなど左記以外の時間につきましては、ご相談ください。

Mon-Fri 16:00-20:00 *Orders are accepted three days prior to the function date
Lunch time catering services may be possible, please contact us with your enquires

DELIVERY AREA

配達地域

八重洲・日本橋・日本橋茅場町・京橋・日本橋蠣殻町・日本橋箱崎・新川 ＊左記以外の地域へのご配達は、ご相談ください。

Yaesu, Nihonbashi, Nihonbashi-Kayabacho, Kyobashi, Nihonbashi-Kakigaracho,Nihobashi-Hakozaki,Shinkawa
*It may be possible to deliver to other areas, please enquire with us to confirm

DELIVERY FEE

配達基本料金

配達料として合計金額の10%を別途頂戴しております。合計金額60.000円以上のご注文は配達料無料となります。
Please note, a 10% delivery fee will be applied to the total amount of your order
No delivery fee for orders over 60.000 yen

CUSTOMER PICK-UP

店頭引渡し

お客様が直接店頭まで商品を取りに来られる場合は、店頭引渡しとなり、配達料金は頂戴いたしません。オーダーの際にお知らせ
ください。
It is possible for you to pick-up your catering order at our restaurant in person, which means you will not have to pay any
deliver fee. If you would like to do this please let us know when you place your order

MINIMUM ORDER FOR DELIVERY

ミニマムオーダー

配達は、お料理のご注文20.000円より承ります。お料理ごとのミニマムオーダーは各メニューをご参照ください。
少人数様向けのメニューとしては、店頭でお受け取り頂く、テイクアウトメニューをご紹介いたします。
20,000yen food order is the Minimum price for delivery.
For smaller orders, we also recommend our takeout menu for restaurant pick up.

PAYMENT TERMS

お支払い方法

お支払いは、配達時に現金でのお支払、店頭での事前カード決済、又は事前の銀行振り込みとさせて頂きます。
Cash at the delivery, advance payment by credit card at our restaurant or by Bank transfer

CANCELLATION POLICY

キャンセル料金

料金は以下の通りとなります。
ご利用予定日の３日前

- - - お見積もり金額の50%

Three days before the function date --- 50% of the invoice amount
ご利用予定日の当日

- - - お見積もり金額の100%

The day of the function date --- 100% of the invoice amount
*ご注文内容の変更はご利用日の3日前までお受けいたします。

*Requests for changes in the order can only be arranged up to three days prior to the function date.

一口サイズのカナッペ
パーティーの定番、見た目も華やかで食べやすい一口サイズのカナッペです。
カクテルパーティーであれば、お一人当たり４−６種類をお勧め致します。

各350 円 各種20個より承ります。350 yen each / Minimum order 20 of any 1 variety
アスパラのプロシュート巻き、
レモンアイオリ風味 Proscuitto Wrapped Asparagus, Lemon Aioli
甘いエシャロットで包んだゴートチーズとパセリ Mini Goats Cheese Pastry with Candied Shallots
ベトナム風エビとハーブライスの春巻き

Vietnamese Style Shrimp & Herb Rice Paper Rolls

ミニクラブケーキ レモラードソース Mini Crabcakes, Remoulade Sauce
フェタチーズ、
オリーブ、
サンブラッシュトマト Feta Cheese, Olive & Sun Blushed Tomato Skewers
シーザーチキン＆アボカドのトルティーヤロール
ピリ辛タイ風シュリンプ

Caesar Chicken & Avocado Tortilla Roll

Tangy Thai Shrimp Skewers

アスパラのベーコン巻き ヤキトリ風 Bacon Wrapped Asparagus Yakitori Skewers
スモークサーモン、
ハーブ風味のクリームチーズのクロスティーニ
アボカドとダイナマイトソースであえたツナのタルタル

Smoked Salmon Herbed Cream Cheese Crostini

Tuna Tartare Spoons with Dynamite Sauce & Avocado

ビーフ、
チキン又はシュリンプのインドネシア風サテー ピーナッツソース Indonesian Beef, Chicken or Shrimp Sate, Peanut Sauce
モッツアレラ、
プロシュート、
クリスピートマトとバジル

Mozzarella, Proscuitto, Cherry Tomato Skewers with Basil

チップス＆ディップス
ディップは全て500ml/約20名様分となります。下記のチップス又はポテトと合わせてお召し上がりください。

各種1,500 円
イスラエル風フムス ひよこ豆のディップ
レバノン風茄子のディップ

Israeli Hummus

Lebanese Eggplant Baba Ghanoush

アボカドワカモレのディップ Avocado Guacamole
チップスは約20名様分となります。上記のディップスと合わせてお召し上がりください。

各種2,500 円

メキシカンコーントルティーヤチップス Mexican Corn Tortilla Chips
皮付きの厚切りポテトウエッジ Crispy Potato

Wedges

前菜のプラッター
前菜を盛り合わせたプラッター各種です。色々なタイプをご用意しまし
たので目的やアルコールなど用途に合わせてお選び頂けます。

地中海風プラッター

Mediterranean Platter

10,500 円 /約12名分

フムス、
ファラフェル、
タヒーニディップ、
グリルドピタブレッド、
オリーブマ
リネ、
ピクルス、
グリークフェタチーズをプラッターに盛り合わせてお届け
いたします。
Hummus, falafel & Tahini dips with grilled pita bread, marinated olives, pickles & Greek feta
cheese.Platter serves approximately 12 persons

イタリアンプラッター

12,500 円 /約12名分

Italian Platter

スライス・デリ・サラミ、
プロシュート、モルタデッラ、
フレッシュモッツア
レラ、マリネしたアーティチョーク、セミドライトマト、ローストパプリカの
スキューア。スティックに刺して食べやすくしました。
Sliced deli salami, proscuitto & mortadella with fresh mozzarella, tomato basil skewers,
marinated artichokes, sun blushed tomatoes and roasted red peppers.Platter serves
approximately 12 persons

アジアンプラッター

12,500 円 /約12名分

Asian Platter

インドネシア風チキン＆ビーフサテ、新鮮なシュリンプ、
グリルベジタブ
ル味噌風味のスキューア。スティックに刺して食べやすくしました。スイートチリ＆スパイシーピーナッツソースをお好みでどうぞ。
Indonesian chicken, beef & shrimp skewers, with miso grilled veggie's, served with sweet chilli & spicy peanut sauces.
Platter serves approximately 12 persons

アメリカンプラッター

American Platter

10,500 円 /約12名分

ＮＹ風バッファローチキンウィング、バーベキューチキンウィング、スイート＆スパイシー・ハニーマスタードチキンウィング。
3種類のディップソース、新鮮野菜スティックとご一緒にどうぞ。
NYC buffalo chicken wings, barbequed chicken wings, and sweet "n" spicy honey mustard chicken wings.
Served with 3 dipping sauces, and fresh cut veggie sticks. Platter serves approximately 12 persons

ベジタリアンプラッター

Vegetarian Platter

12,500 円 /約12名分

温野菜とグリル野菜のアソート。タヒーニとアンチョビ＆ガーリックのディップ添え
Freshly steamed & grilled vegetable assortment, served with tahini & anchovy garlic dips.
Platter serves approximately 12 persons

フレッシュフルーツプラッター

14,500 円 /約12名分

Fresh Fruit Platte

季節のフルーツをスティックにさして盛り合わせました。グリークナチュラルヨーグルトを添えて
A selection of the season's best fruits, skewered for easy eating, served with Greek natural thick yoghurt. Platter serves approximately 12 persons

アーティザンチーズプラッター

Artisan Cheese Platter

16,500 円 /約12名分

デンマークブルー、パルメザン、
グリークフェタ、イングリッシュチェダー、
クリーミーブルサン
5種類のセレクトチーズとフレンチブレッド、
クラッカー、セロリスティック、
ウォールナッツ、
ピクルスの盛り合わせ
A selection of five imported cheese, Danish blue, Parmesan, Greek feta, English Cheddar & creamy boursin, served with sliced French bread, crackers, celery sticks,
walnuts & pickles. Platter serves approximately 12 persons

サラダのプラッター
人気のサラダを盛り合わせたプラッター各種です。

シーザーサラダ

Caesar Salad

7,500 円 / 約18名様分

ロメインレタス、
クルトン、
パルメザンチーズを特製ガーリックドレッシングであえたサラダ。
お好みでチキン、
シュリンプ、
ステーキのトッピングができます(追加トッピング各2,500円)
Our famous salad with garlic anchovy dressing, fresh cut romaine lettuce, croutons and Parmesan cheese. Add fillings.
Platter serves approximately 18 persons and additional topping of chicken, shrimp or sliced steak extra 2.500 yen each.

グリークサラダ

Greek Salad

7,500 円 /約18名様分

新鮮なトマト、
パプリカ、
レッドオニオン、
グリーンオリーブ、
ミックスレタス、
フェタチーズを
レモン＆オレガノドレッシングとオリーブのカポナータであえたサラダ
Fresh tomato, peppers, red onions, green olives & mixed lettuce, tossed with Greek feta cheese lemon oregano dressing
topped with black olive caponata & herbs. Platter serves approximately 18 persons

バンバンチキンサラダ

Bang Bang Chicken Salad

6,500 円 /約18名様分

細く裂いたチキン、
アジアンベジタブルを自家製のコリアンダードレッシングであえ、
ピーナツ、
ゴマ、
ガリをまぶしたサラダ
Shredded chicken breast & Asian veggies tossed in our sticky coriander dressing with peanuts,
sesame seeds & picked ginger. Platter serves approximately 18 persons

タイ風シュリンプサラダ

Thai Shrimp Salad

6500 円 /約18名様分

シュリンプ、
グリーンパパイヤ、
ニンジン、
玉ねぎ、
ミニトマト、
フレッシュミント、
コリアンダー
ピーナッツをタイ風スパイシーライムドレッシングとスイートチリソースであえたサラダ
Shrimp, fresh green papaya, carrots, spring onions, mini tomatoes, fresh mint, coriander & peanuts tossed
with spicy Thai lime dressing & sweet chili sauce. Platter serves approximately 18 persons

窯焼きピザ
生地から作るVASHON自慢の窯焼きピザになります。下記のリストよりお好きなピザをお選びください。

ピザのサイズは２４cmです。お好きな組み合わせで合計５枚より承ります。
about 24cm Pizza-Our dough is made slowly & with Love. Please choose any kind from the below list. (Minimum order is 5 of your favorite combination)

マルゲリータ

Margherita

1.100円

ピザソース、
フレッシュモッツアレラ、
バジル

ポパイ

Popeye

pizza sauce, fresh mozzarella, basil

1.300円

ホウレンソウ、
スイスチーズ、
フレッシュモッツァレラ、
ガーリック
Spinach, Swiss Cheese, fresh mozzarella, garlic

BBQチキン

Meatball

1.400円

グリルチキン、
ジャックチーズ、
フレッシュモッツァレラ、
サルサ、
コリアンダー 、BBQソース
Grilled chicken, jack cheeses, fresh mozzarella, salsa, coriander, BBQ sauce

BLT

BLT

1.400円

フレッシュトマト、
ベーコン、
フレッシュモッツァレラ、
ロメインレタス、
トマトソース
Fresh tomato, bacon, fresh mozzarella, Romain, tomato sauce

ビスマルク Bismarck 1.400円

フレッシュモッツァレラ、
ソーセージ、
ホウレンソウ、
タマゴ
Fresh mozzarella, sausage, spinach, egg

クアトロフォルマッジ Quattro Formaggi 1.400円

ブルーチーズ、
フレッシュモッツァレラ、
スイスチーズ、
パルメザンチーズ
Blue, fresh mozzarella, swiss and parmesan cheese

ミニバーガー＆サンドのプラッター
人気のハンバーガーやサンドイッチの盛り合わせプラッターです。
下記のリストよりお好きなバーガー又はサンドイッチをお選びください。
全てのプレートにチップス、
ピクルス、マスタードをお付けいたします。

各500 円 各種20個より承ります。
Please choose any kind from the below list. Served with chips, pickles & mustard.
500yen each / Minimum order 20 of any 1 variety

ミニ・ブルーチーズ・バーガー

Mini Blue Cheese Burgers

ミニ・スパイシー・ソードフィッシュバーガー
ミニ・ターキー＆スイスチーズバーガー
ミニ・ベジタリアンバーガー
ミニ・ＢＬＴ
・サンドイッチ

Mini Spicy Swordfish Burgers

Mini Turkey, Swiss Cheese Burgers

Mini Vegetarian Burgers

Mini BLT Sandwices with Avocado

ミニ・ルーベン・サンドイッチ

Mini Reuben Sandwices

グリル＆オーブン料理のプラッター
ペルー風グリルチキン1/4サイズ

Peruvian Style Rotisserie Quater Chicken Platter.

6,400円 / 約16名様分

チリソースでこんがり味付けを施した骨付きのグリルチキン

On the bone chicken quarters, original spice rubbed, marinated with herbs, garlic and lemon. Serves 16 people

オーブンローストビーフ Oven Roast Beef 9,000 円 /12-18名様分
自家製バーベキュースパイスを染み込ませ、
オーブンでミディアムレアに焼き上げました
Australian sirloin steak, rubbed with our BBQ spice rub, and roasted medium rare in our ovens.
2 kg roast beef, serves 12-18 persons, whole or pre-sliced.

グリルド ブラートヴルスト ソーセージ Grilled Bratwurst Sausage Platter 10,000 円 / 約20名様分 serves 20 people

デザート＆ベーカリー
オーダー毎に焼き上げる自家製ベーカリーになります。各種20個より承ります。
その他特別なリクエストがございましたら、事前にご連絡ください。
Freshly baked in our ovens when ordered. For other special requests please contact us

チョコレートブラウニー

Chocolate Brownies

イングリッシュレーズンスコーン

English raisin Scones

ベイクド ニューヨーク チーズケーキ
ピーカンパイ

Pecan Pie

350円/each
300円/each

Baked New York Cheesecake

350円/each

350円/each

(価格はそれぞれ１個の値段となります)

VASHON / Seattle’s Best Coffee™ Nihonbashi-Kabutocyo

ヴァション / シアトルズベストコーヒー 日本橋兜町店

ADDRESS

OPEN HOURS

KDX Kabutocho Bldg, 1F, 6-5 Nihonbashi Kabutocho Tokyo, 105-0011

Weekday

〒105-0011 東京都中央区日本橋兜町6-5 KDX日本橋兜町ビル 1F

tel: 03-5614-0664

Join us on

7:30-21:00 (Lunch 11:00-15:00 / Dinner 17:00-21:00 / LO. 20:30)

CLOSED
Sat, Sun & Holiday (Available for private parties)

2015.10

