Vashon
bar & grill

PARTY MENU
パーティーメニュー

おトク
な
値引き
情報は
下記
をチェ
ック！

VASHON の人気メニューを、皆様の好みに合わせてお選びいただけるプランです。

ボリューム重視にも、おつまみ重視にも、両方バランス良くもシチュエーションに合わせやすい

選択メニューにしました。* 下記コース以外にもご希望・ご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

飲み放題付！お好みで選べる パーティーメニュー！
☆チョイスのできる前菜、メインディッシュなど、ボリュームたっぷりで嬉しい 7 品コース！お好みのメニューをお選びください☆

MENU
①生ハムとサラミの盛り合わせ ②スモークサーモンのプレート

◆選べる冷菜2種

（右記の中から2種類）

③三種のチーズ盛り合わせ ④シェフのおすすめアペタイザー
①タラのフリッター ②ケイジャンポテト サワークリーム添え ③フィッシュ＆チップス

◆選べる温菜2種

（右記の中から2種類）

④グリルソーセージ ⑤チップス＆サルサ ⑥シェフのおすすめアペタイザー
①シーザーサラダ

◆選べるサラダ

（右記の中から1種類）

デザートアソート￥500

②ヴァションハウスサラダ

デザートの盛り合わせを
お一人様＋５００円にてご用意いたします。

◆本日のパスタ

シェフのおすすめパスタ

◆メインディッシュ

グリルチキン（4500円コースとなります）

USA Choice サーロインステーキ（5000円コースとなります）

Appetizer - Choose two from Prosciutto& Salami, Smoked Salmon Plate, 3kinds of Cheese or Chefʼs Special

◆Cold

◆warm
◆Salad
◆Main

Appetizer - Choose two from Cod Fish Fritter, Cajun Potato, Fish & Chips, Grilled Sausages, Chips & Salsa or Chefʼs Special

- Choice of either Caesal Salad or Vashon House Salad ◆ Pasta of The Day

Dish - Choice of either Grilled Chicekn (¥4,500 pp Plan) or USDA choice Grilled Sirloin Steak (¥5,000 pp Plan) ◆Including 2hour AYCD

★見逃し注意★ おトクな値引き！

さらにお得に楽しめる値引きをご用意しました。

お得

Assorted Dessert would be available
for additional 500 yen per person.

☆曜日指定予約の 土・日・祝 値引き☆
土曜/日曜/祝日のパーティーご予約でお一人様￥500値引に！
4,500円 ⇒ ４,０００円

5,０00円 ⇒ ４,５００円に！

If your party be held on Mon or Tue, weʼll give you 500 yen discount per person

ご予算・目的を聞かせてください！

上記プラン以外にも、
ご予算・ご要望に合わせてご提案いたします。
どのメニューを選んだら良いかのご相談も、お任せください！
まずは、お気軽に当店までご連絡ください☆

Vashon/Seattleʼs Best Coﬀee 芝公園店

ご予約・お問い合わせ 03-6435-6633
http://www.vashon.jp

芝公園店のコンタクトフォームより

飲み放題ドリンク ALL YOU CAN DRINK
2 時間制 2hour free ﬂow drink package
◆生ビール ( ハートランド）
◆ワイン ( 赤・白各種）

◆スタンダードカクテル各種
◆ウィスキー

◆ソフトドリンク

Draft Hearland /Wine( Red & White)/Standerd Coclkails /Soft Drinks

Vashon
b a r & g r ill

上記パーティメニューは、各プレートを皆さまでお取り分けいただくテーブルシェアスタイルです。ご予約は 4 名様〜承ります。上記価格はお一人様の料金（税
込）です。貸切パーティ、ブッフェスタイルのパーティーも承ります。マネージャーまでお気軽にご相談ください。パーティーメニューは 2 時間、ラストオーダーは

パーティー終了 30 分前とさせていただきます。キャンセルはご予約いただいているお時間の 48 時間前までお受け致します。
（貸切ご利用の場合は1週間前。また、
ご予約の人数により別途設定させて頂く場合がございます）
それ以降のキャンセルは 25 %のキャンセル代が発生いたしますのでご了承ください。

A seated table share style party menu would be available for minimum of 4 guests. Price above per person. (tax included) Parties are of a 2-hour duration. Last order would be taken
30min before party ends.We are more than happy to discuss private party needs. Please contact our manager for details.If you wish to cancel your party reservation with-in 48 houes (in
case of private paery, a week ) of your booking date you will be charged a 25% cancellation fee.

