上
0 席以
店内 6 ィーも対応

ーテ
立席パ

PARTY MENU Vashon
ヴァション/ シアトルズベストコーヒー日本橋兜町
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2018 年 忘年会コースメニュー
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2018 忘年会シーズン限定のスペシャルコース！

* シェフ自慢の忘年会コースは 11、12 月のみの特別プランです。この期間中、通常のパーティープランのご予約も可能です。

★パーティーに合わせて選べる★ おトクなサービス！
忘年会スペシャルコースがさらにお得に楽しめる
2 つのサービスをご用意いたしました。
①１ヶ月前までにご予約完了の方
②月・火・土日祝のご利用
どちらかに当てはまれば右のサービスから
おひとつご利用いただけます。

サービス①

予算を抑えて楽しみたい方におすすめ

サービス②

女性にも嬉しいデザートまでフルコース♪

サービス③

( 忘年会コースのみ有効、その他サービス・割値引の併用は致しかねます )

ご利用価格お一人様５００円引き
デザートを無料で追加

お一人あたり
５００円相当

2 時間以上に♪宴会をゆっくり楽しみたい方へ

３０分飲み放題延長

☆シェフ自慢の忘年会コース☆
お料理

全 8 品 ＋ 飲み放題 (２時間 ) お一人様 ￥5,000

忘年会にぴったりの、限定スペシャルコースメニューです。

人気のサラダ、冷・温前菜、自慢の本格窯焼きピッツァとパスタ、さらにお肉料理
まで！ボリュームもたっぷりで、皆様にご満足頂けるメニューとなっています。

ベーコンとたっぷりチーズのシーザーサラダ
サラミ・生ハム・チーズの盛り合わせ

海老と野菜のエスニック風タルタルサラダ

白身魚のスパイシーフィッシュ＆チップス（スパイス無しも可）
鶏胸肉のロースト 〜フレッシュトマトとマンゴーのケッカソース〜
シェフの気まぐれパスタ

ソーセージ、キノコ、キャベツ、モッツァレラチーズのピッツァビアンカ

大麦豚ロースのグリル 、タリアータ仕立て〜バルサミコソース〜

メインディッシュ アップグレード

お一人様＋５００円

「大麦豚ロースのグリル」を

「オーストラリア産牛もも肉の自家製ローストビーフ」に！

飲み放題ドリンク

* 飲み放題は２時間制 (L/O 30 分前）
* グラス交換制とさせて頂きます

生ビール (KIRIN ハートランド )、焼酎（芋・麦・蕎麦）
ワイン ( 赤・白）、ウィスキー 、カクテル各種
ソフトドリンク

※デザートご希望の場合、
お一人様＋５００円でご用意いたします。
写真はイメージです

設備 マイク・プロジェクター・スクリーン・TV モニター

* ご予約時に、ご相談をお願い致します。

ご予約・お問い合わせ 03-5614-0664
http://www.vashon.jp 日本橋兜町店のコンタクトフォームより

Vashon
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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頂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下さい。ご利用は2時間制、
ラストオーダーはパーティー終了30分前とさせて
頂きます。プロジェクター、
スクリーン等のご利用をご希望の際は予めご相談下さい。キャンセルはご予約日の３営業日前までお受け致します
（貸切ご利用の場合は2週
間前となりますが、
ご予約日、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下さい。

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 30mins
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 two business days (in
case of private paery, two weeks ) of your booking date, you will be charged a 25% cancellation fee. other seasonal special conditons, please contact us for more details.

PARTY MENU
VASHON / Seattle’s Best Coffee日本橋兜町
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パーティーメニュー

ご予約・お問い合わせ

03-5614-0664
http://www.vashon.jp

ヴァション日本橋兜町では少人数から貸切まで楽しめるパーティープランをご用意しています。

◆２時間飲み放題付◆シェフにお任せ！￥4,500 プラン /5,000 プラン
季節の材料やオススメの食材を使いシェフがアレンジするスペシャルプランです。
前菜、パスタ、ピザなどにシェフの気まぐれサービスがプラス！基本プランと同じ

価格でもお得な内容になっています。もちろんご希望があれば事前にご相談ください。
（２時間の飲み放題付きです。フードのみの場合は￥2,500/￥3,000 でご用意いたします）

◆２時間飲み放題付◆ヴァション基本パーティープラン
☆全７品☆お気軽￥4,500 プラン
〜サラダ〜

シーザーサラダ / フレッシュトマトとフェタチーズのサラダ / バンバンチキンサラダ / シェフの気まぐれサラダ
〜冷たい前菜〜
イベリコチョリソ / ベジタブルスティックの盛り合わせ / 自家製ピクルス / シェフのおすすめアペタイザー
〜温かい前菜〜
パルメザンチーズとトリュフ風味のフレンチフライ / グリルドベジタブルの盛り合わせ
オニオンリング / フィッシュ＆チップス / シェフのオススメアペタイザー
〜ピザ＆パスタ〜
ピザ（マルガリータ、ポパイ）/ 本日のパスタ（トマトソース、ホワイトソース、ガーリックソース）
「サラダ」はお好きなものを１種、
「冷前菜、」
「温前菜」
「ピザ＆パスタ」は各２種ずつお選びください。
フードのみの場合は¥2.500でご用意いたします。

includes any 1 salad, 2 appetizers(cold), 2 appetizers(hot) and 2 pasta or pizza+2hours AYCD

☆全８品☆しっかり満足￥5,000 プラン
お気軽¥4,500プランにUSDAグリルドステーキの
メインディッシュが付いた全８品の満足プランとなります
Adding USDA grilled steak for 4,500 yen plan

デザートアソート￥500
各パーティープランに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。
Assorted Dessert would be available for additional 500 yen per person.

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、ワイン ( 赤・白）、
、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
Whisky /Soft Drinks

* グラス交換制とさせて頂いております。

ドリンクグレードアップ

DRINK UPGRADE

お好みに合わせワインなどドリンク類をアップグレードも
可能です。ご要望がございましたらお気軽にご相談ください
We are more than happy discussing special beverages for your event.

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。プロジェクター、
スクリーンご利用ご希望の際は、
マネージャーまでご相談ください。キャンセルはご予約いただいているお時間の２営業日
前まで
（貸切の場合は４営業日前まで）
お受け致します。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 or
private party with-in 3 business days from your booking date, you will be charged a 25% cancellation fee.
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