
ご注文方法 ◆お問い合わせの際は必ず「室町三井ホール＆カンファレンス」とお伝えください。

お客様よりケータリング会社へ直接ご発注いただきます。

お見積り・ご注文・内容に関するお問い合わせは、各ケータリング会社に直接お問い合わせください。

◆当会場にはゴミ箱の用意はございませんので、必ずゴミの回収もご依頼ください。

◆催事後に懇親会を開催される場合は、必ず別々の会場をご予約ください。

◆万一食中毒、異物混入および提供した食品に起因する事故等が発生したときは、当施設は一切の責

任をおいかねます。

ご注意事項

Your Choice
CATERING＆LUNCH BOX
SERVICE



株式会社　グレイス

〒102-0083東京都千代田区麹町1-3

麹町第2センタービル702

担当： 遠藤

TEL： 03-5276-6171

URL： http://www.grace-catering.com/

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

株式会社　ダイナック

〒135-8631東京都港区台場2-3-3 

サントリーワールドヘッドクォーターズ内

担当： 中野

TEL： 050-1746-4264

URL： http://www.dynac50.jp/catering-east/

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

株式会社　エスプリ＆コー

〒141-0031　東京都品川区西五反田6-22-8　

ツチダ・ビル1F

担当： 富山

MAIL： tomy@espritandco.com

担当： 高見

MAIL： takami@espritandco.com

TEL： 03-5435-2147

URL： http://www.espritandco.com

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

株式会社　ホテルオークラエンタープライズ

〒140-0002東京都品川区東品川2-4-11 

野村不動産天王洲ビル13F

担当： 春日

MAIL： 03-3667-4828

9:00～18:00(土日祝日除く)

URL： http://www.okura-ep.co.jp

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

株式会社帝国ホテル

〒100-8558東京都千代田区内幸町1-1-1

担当： 飯田

MAIL： kaoru.iida@imperialhotel.co.jp

TEL： 03-3539-8511

9:00～18:00(土日祝日除く)

URL： https://www.imperialhotel.co.jp/j/　

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

株式会社京王プラザホテル
〒160-8330　東京都新宿区西新宿2-2-1

担当： 安部(宴会セールス）　
MAIL:  k-abe@keioplaza.co.jp
TEL: 03-5322-8070

9:00～17:00(土日祝除く)
URL: www.keioplaza.co.jp 

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

京王プラザホテル

お写真データを頂戴できればと思います。 なし

注文数 20名様以上より

様々なスタイルに対応し、経験
豊かなスタッフがご要望にあわ
せて適切なプランをご提案、
コーディネート致します。 締切日 30日前（土日祝除く）

連絡先

2023年4月18日

室町三井ホール＆カンファレンス　ケータリング会社のご案内

【施設からのお願い】
◆お見積り、ご注文、ご精算は直接ケータリング会社と実施ください。
◆ケータリングの搬出入届につきましてはご予約日の10日前(土日祝除く)までに担当コーディネーターへご提出ください。
※記載金額は消費税等別途価格です。

店舗名 イメージ お弁当 パーティー 連絡先

連絡先

グレイス

なし

注文数 100,000円以上

カジュアルなブッフェスタイルか
らおもてなしのフレンチ、イタリア
ンまでお好みに合わせてメ
ニューのご提案を致します。ま
た、企画コンセプトに合ったお料
理を堪能して頂くため、専属の
コーディネーターが華やかに演
出致します。

締切日 7日前（土日祝日除く）

・諸経費別途
（配膳サービス・コーディネート・花・
備品レンタル・運搬費等）

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

ダイナック

なし

注文数 30名様以上

締切日 7日前（土日祝日除く）
サントリー外食グループ。
首都圏・関西圏を中心に２５０
店舗のバー・レストランを展開。
様々なパーティをプロデュース
致します。

・参考プラン
フィンガーフード（お料理単価）2,200円～
ブッフェ（お料理単価）2,200円～
2Hフリードリンク　1,760円～

店舗名 イメージ お弁当 パーティー 連絡先

連絡先

エスプリ＆コー

なし

注文数
20名様以上
総額80,000円以上

締切日 7日前（土日祝日除く）

「体に優しくおいしい料理を提供
したい」という発想から私たちは
スタートしました。大使館などで
のレセプション実績も多数ありま
すので、グローバルなイベントで
もお手伝いさせていただきま
す。また、ドリンク・リフレッシュメ
ントのみのお問合せもお待ちし
ております。

・参考プラン
フィンガーフード（お料理単価）2,000円～
ブッフェ（お料理単価）3,000円～
2Hフリードリンク1,500円～
・諸経費別途
（配膳サービス・コーディネート・花・備品レン
タル・運搬費等）

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

カフェメニューも承ります。

店舗名 イメージ お弁当 パーティー 連絡先

ホテルオークラ
エンタープライズ

なし

注文数 30名様以上

締切日 20日前(土日祝日除く)

ホテルオークラの伝統を継承し
たお料理をお届けいたします。
至高の味をこころゆくまで・・・。
ご予算に合わせてさまざまなご
要望にお応えします。

帝国ホテル

なし

注文数 20名様以上
総額100,000円以上

締切日 30日前（土日祝日除く）
帝国ホテルのクオリティそのま
まを、開催会場へお届けしま
す。

・参考プラン
フィンガーフード（お料理単価）4,000円～
ブッフェ（お料理単価）　　　　　9,000円～
お飲み物はお召し上がり実数計上
・諸経費別途
（配膳サービス・コーディネート費・運搬費等）

・参考プラン
お料理5,000円/人
フリードリンク1,600円/人他
※31名様以上は1名様単位。
※配膳・運搬・サービス料別途。

コーヒーメニュー
※コーヒー・紅茶(ホット/アイス)
　400円/杯
※陶器で提供承ります。
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2023年4月18日

室町三井ホール＆カンファレンス　ケータリング会社のご案内

株式会社　アポルテフードファクトリー
〒213-0005神奈川県川崎市高津区北見方

1-21-20

担当： 高橋
TEL： 0120-806-018
MAIL： obento@aporte.net

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。
※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

株式会社ゴーン（おり原）

〒162-0818東京都新宿区築地町6

北星ビル1・6階

担当： 須貝

TEL： 03-6457-5195

FAX： 03-6457-5196

MAIL： info@cs-orihara.com

URL： https://www.cs-orihara.jp/

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

株式会社　下鴨茶寮

〒101-0035東京都千代田区神田紺屋町28番地

紺屋ビル5F　

担当：野口

TEL： 090-1907-3638

MAIL： bento2@shimogamosaryo.co.jp

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

株式会社　扇
〒110-0008　東京都台東区池之端2-6-6　　

担当： 米川

TEL: 03-3823-8181

携帯：090-9384-3061

弁当注文専用アドレス：

eigyou@ohgi.co.jp

ホームページ：

※ご注文の際に開催会場を

必ずお伝えください。

また「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

株式会社　日比谷松本楼

〒100-0012東京都千代田区日比谷公園1-2

担当： 虫賀（ムシガ）

TEL： 03-3503-1451

MAIL： mushiga@matsumotoro.co.jp

URL： http://www.matsumotoro.co.jp/

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

店舗名 イメージ お弁当 パーティー 連絡先

アポルテ
フードファクトリー

注文数 15,000円以上
※1種類5食以上

注文数

連絡先

ケータリングおり原

注文数 20,000円以上
※1種類10食以上

注文数

150,000円以上

締切日 7日前（土日祝日除く）

美味しさ、華やかさ、あたたかい
おもてなしを大切に、ご予算や
人数などお客様の様々なご要
望に対応。
経験豊富なスタッフが感動のひ
とときを演出し、心に残るワンラ
ンク上のサービスをお届けしま
す。

締切日 5日前（土日祝日含む）
数量変更：2日前の12時

・参考プラン価格
5,000円・6,000円～
※ドリンク込みプラン
･諸経費はプランにより異なります。注文時に
担当へ確認ください。
(配膳サービス・コーディネート費・運搬費等)

※参考プラン参照

締切日 7日前（土日祝除く）

手作りにこだわったケータリング
の専門会社。年間約3000件の
ケータリングを実施している弊
社に、お弁当からパーティーま
でトータルにてお任せください。

締切日 7日前（土日祝日除く）
※数量変更：3日前

・参考プラン
3,900円～（40名様～）
4,600円～（30名様～）
5,500円～（30名様～）
※記載はドリンク込みプランの参考価格です。
･諸経費はプランにより異なります。注文時に
担当へ確認ください。
(配膳サービス・コーディネート費・運搬費等)

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

連絡先

ゆしま扇
注文数

店舗名 イメージ お弁当 パーティー 連絡先

下鴨茶寮

注文数 50,000円以上

注文数 8,000円/人プランは30名様～
6,500円/人プランは50名様～

締切日
10日前（土日祝日除く）
※300名以上の場合は2週間前
人数変更・キャンセルは3日前の17
時

創業安政三年（1856年）。歴
史と伝統に彩られた老舗の看
板。変わるものと変わらないも
のを見極めながら、お料理やお
もてなしの心を、世界中に発信
していくことを信条としていま
す。

締切日

100個以上は10日前
500個以上は14日前
(土日祝日除く）
※数量変更：3日前

・参考プラン
ブッフェ（お料理単価）6,500円／8,000円
2Hフリードリンク①：1,000円（ソフトバンク）

2Hフリードリンク②：1,500円（アルコール含）～

･諸経費はプランにより異なります。注文時に
担当へ確認ください。
(配膳サービス・コーディネート費・運搬費等)

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

日比谷松本楼
注文数 10,000円以上

※1種類5食以上

注文数

締切日
5日前（土日祝日含む）
※数量変更：前日17時まで無
料

1903年（明治36年）より日比
谷の地に根差し、洋食文化を
発信してまいりました。文明開
化の時代より続く洋食の味、熟
練したサービスマンによる心の
こもったおもてなしをご堪能くだ
さい。

コーヒーサービス

締切日 10日前（土日祝日含む）
数量変更：前日17時まで

注文数

ポットコーヒー／ホットティー／オレン
ジジュース＋紙コップ15杯～
※カップ・ソーサ―・焼き菓子の相
談可

・参考プラン
お料理代金　5,000円、6,000円
※消費税別途
※車両費、機材費、人件費、サービス料別
途加算

注文数
20,000円以上
(中央区・千代田区以外は、
30,000円から)

締切日 10日前（土日祝除く）

昭和42年創業、心づくりをモッ
トーに、他にはない笹巻すしの
入ったお弁当を手がけていま
す。お弁当･オードブルはすべ
て、お客様のご予約時間に合
わせて、当日、心をこめて、手
造りしております。

締切日
3日前（土日祝除く）
※100個以上は1週間前
※数量変更：前々日

和食の師範代、高塚譲料理長が和・洋の
オードブルにておもてなし致します。
・参考プラン
2Hフリードリンク1,500円～
・諸経費別途
（配膳サービス・コーディネート・備品レンタル・
運搬費等）

15名様以上より
総額100,000円以上より

20名様以上、2時間
制より

締切日 5日前（土日祝日含む）
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2023年4月18日

室町三井ホール＆カンファレンス　ケータリング会社のご案内

株式会社　崎陽軒

〒136-0072 東京都江東区大島1-1-25

担当：吉田・竹内・宮坂

TEL： 03-3637-8851

MAIL： tokyo-eigyobu@kiyoken.co.jp

専用注文書がございます

添付注文書でFAXにてご注文下さい。

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

井筒まい泉　株式会社

〒150-0001東京都渋谷区神宮前4丁目8-5

担当：松浦

TEL： 0120-412-955

（午前9時半～午後7時）

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

株式会社　なだ万

〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-4-1

アサヒグループカルピス恵比寿ビル2階

担当： 田澤

TEL: 03-5724-3802（9:00～18:00）

FAX: 03-5724-3859

専用注文書がございます

添付注文書でFAXにてご注文下さい

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

※17時以降のごみの回収は出来兼ねますので

ご自身でお持ち帰りください。

株式会社　人形町今半フーズプラント

〒135-0021江東区白河4-7-17 

担当：西口・渡辺

TEL: 03-3641-0352

FAX: 03-3641-0274

※お支払いは、お届け当日の代金引換となります。

専用注文書がございます

添付注文書でFAXまたはMAILにてご注文下さい

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

有限会社　矢の根

〒103-0022中央区日本橋室町3-3-9 

担当：山根

TEL:03-3241-4679

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

ぐるなび出前ページ：

株式会社　ミカド珈琲商会

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-1

担当：伊勢

TEL:03-6665-0175

MAIL: mitsuitower@mikado-coffee.co.jp

HP： https://mikado-coffee.com/

※ご注文の際に開催会場を必ずお伝えください。

※「ゴミの回収」を必ずご依頼ください。

連絡先

とんかつ まい泉

注文数 5,000円以上

なし

連絡先

崎陽軒

注文数 15,000円以上

なし明治41年創業、冷めてもおいし
い豚肉と帆立貝柱の旨みがつ
まった横濱名物シウマイが入っ
たシウマイ弁当をはじめ各種お
弁当がございます。崎陽軒が生
み出す「横浜料理」の味わいは
全国の皆様にご愛顧いただい
ています。

締切日 5日前
※数量変更：2日前

受付時間：9時～18時
年中無休

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

連絡先

人形町今半

注文数 7,000円以上

なし

パーティー 連絡先

なだ万

注文数 20,000円以上

なし1830年（天保元年）創業、老
舗日本料理店「なだ万」。出汁
をたっぷり含ませた煮物をはじ
め、焼物、揚物など多彩な料理
がぎっしり詰まったお弁当をお
届け致します。 締切日 3日前正午（12時）まで

（土日祝日含む）

店舗名 イメージ お弁当

１８９５年（明治２８年）に創業。
黒毛和牛を贅沢に使った１００
年を超える歴史を持つ伝統の
味。人形町今半ならではのお
弁当を安心・安全を第一にお
届けいたします。

締切日 前日15時（土日祝日除く）

お届け時間：10時～18時

店舗名 イメージ お弁当 にぎり寿司 連絡先

連絡先

ミカド珈琲

注文数 ポット2リットル～

なし

室町テラスのある場所で約７０
年前に創業した矢の根寿司。
全国各地から届いた新鮮なネ
タに、季節ごと魚ごとの一仕事
を加えて味の個性を引き出しま
す。

締切日 数量変更：２日前まで 締切日 数量変更：3日前まで

お届け時間：11時半～21時 お届け時間：11時半～21時

注文数 2人前以上 注文数 2人前以上

締切日 7日前（土日祝日除く）

 創業1948年のミカド珈琲の
こだわりのコーヒーを ポットで
ご提供いたします。

お届け時間：8時～18時

店舗名 イメージ コーヒーサービス パーティー

矢の根寿司
日本橋本店

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

1965年の創業以来、素材にこ
だわり、技術にこだわり、お客様
第一の心を大切にしながら、
「箸で切れるやわらかなとんか
つ」を提供し続けてまいりまし
た。人気のヒレかつサンドお弁
当等を安心安全のサービスで
お届けいたします。

締切日 3日前（土日祝日除く）

諸経費：配送料無料
空折回収別途有料

店舗名 イメージ お弁当 パーティー

3 / 3 ページ

tel:03-3641-0352


■太枠内の必要個数をご記入ください。

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

個 円

円

※受注が完了しましたらFAXにて返信いたします。万が一返信FAXが届かない場合、

お手数ですが再度ご連絡下さいますようお願いいたします。

■お支払い方法

①納品時当日現金支払い ②請求書発行後、後日お振込み

※お支払い方法に〇をお願いします。

■領収書・請求書発行時お宛名

様

【請求書の郵送先】 〒

〇ご注文は5日前(9：00～18：00年中無休)までにお申し付け下さい。

〇個数変更につきましては前日正午まで承ります。

〇1種につき5食以上、合計￥15,000(税別/回収費込)より承ります。

〇キャンセルにつきましては2日前18：00までにお願いいたします。

　前日ご連絡は50％、当日については100％のキャンセル料が発生いたします。

〇お届け可能時間は9：00～18：00(年中無休)です。

　当社確認印  変更確認印 　通信欄

【ご注文承り用紙】 ＦＡＸ
03-3637-8700

ご配達日 年　　　月　　　日　　(　　) お食事予定 時頃

配達時間  時　　　  分　～　 　時　 　分の間　　(交通事情の関係で30分の幅を頂戴致します)

お客様名 　様 ご担当者 様

ＴＥＬ  ( ) - ＦＡＸ  ( ) -

　　　　商品名 単価(税別) 個　数 小計(当社確認用)

③しょうが焼弁当 750円

当日ご担当者

①シウマイ弁当 834円

②炒飯弁当 862円

会場名

住所

お届け先 ※ビル名・階数まで記載ください

当日ご連絡先(携帯等)

④幕の内弁当 1,038円

⑤横濱中華弁当 1,038円

1,200円

⑦輝き(かがやき)【和風】 1,400円

⑧輝き(かがやき)【中華】 1,400円

⑥寛ぎ(くつろぎ)【中華】

■ご注文のご案内

その他

その他

総合計金額(当社確認用)

⑨趣き(おもむき)【中華】 1,560円

⑩饗し(もてなし)【中華】 1,870円

⑪崎陽軒PET緑茶(500ml) 121円

㈱崎陽軒　東京事業部 / 担当：吉田、竹内、宮坂

〒136-0072　東京都江東区大島1-1-25

TEL：03-3637-8851(代)  FAX：03-3637-8700



（お申込み日） 月 日

外販営業部　デリバリー課

担当 田澤

ＴＥＬ

ＦＡＸ

 〒

【お届け先】

※その他のメニューをご希望の場合は、弊社へお問い合わせ下さい。

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

数量 個

お届け条件 合計代金　2万円（税抜き）以上からのお届けとなります。

お届け可能時間 当日　９：００から１８：００まで

ご注文方法 ・ご利用の3日前正午（12時）までに、FAXにてご連絡下さい。
　（土日祝含む）
・弊社から受信確認のFAXを送付時点で確定といたします。
・期日を過ぎての変更、キャンセルは承れませんのでご了承下さい。変更・取消期日 03-5724-3802

お問い合わせ ＴＥＬ ： 03-5724-3802　（年中無休/9：00～18：00） 03-5724-3859

ご
注
文
者
様

フリガナ

 法人名及び部署名

フリガナ

 担当者様名

 ご住所

 ＴＥＬ  ＦＡＸ

当日連絡先

＜搬出入届＞

【注文内容】

「桐」 価格　　￥1,728円（税込）

納品日時 　　　月　　　　日　　（　　　曜日）　　　　時　　　　分～　　　　時　　　分

商品名

「お肉料理となごみ御膳」 価格　　￥1,728円（税込）

「料亭のカレイ西京焼弁当」 価格　　￥1,944円（税込）

「華」 価格　　￥1,296円（税込）

「琴」 価格　　￥1,458円（税込）

「彩菜の膳」 価格　　￥2,160円（税込）

「匠の膳」 価格　　￥2,376円（税込）

「扇」 価格　　￥2,700円（税込）

「楽の膳」 価格　　￥1,620円（税込）

「華の膳」 価格　　￥2,916円（税込）

「舞」 価格　　￥3,780円（税込）

価格

価格

＜備考欄＞　※ゴミ袋が必要な場合は枚数を記載して下さい。

※請求書の場合は、ご利用の翌月末までにお振込みお願い致します。
　振込手数料はお客様のご負担にてお願い致します。ご利用当日に納品書兼請求書をお持ち致します。

株式会社　なだ万　外販　デリバリー課 （印）

会場名

住所
※ビル名・階数まで記載ください。

空き箱回収 　回収時間：　　　　　　　　　　　　　　時　　～　　　　　　　時　　（※時間枠を2時間程、お願いします。）

支払方法 　　□　現金　　　　　　　　　　□　カード　　　　　　　　□　請求書　

宛名

※領収書または請求書の宛名がご注文者様と異なる場合は、下記に宛名等をご記入下さい。

様



●ご記入日※配達日ではございません ●ご利用日

●ご注文者様 ●お届け時間　ご希望のお届け時間にチェックを入れて下さい

●ご注文商品/数量

※合計金額7,560円（税込）から承ります。

※お弁当容器はお食事後回収させていただきます。

●また不明点があった場合、お電話させていただくことがございます。

送信エラーの場合がございます。
送信後、FAXが送信完了していることを必ずご確認ください。

※現金・カードの決済はお届け時に致します。
※請求書の場合は、ご利用日から30日以内のお振込をお願い
いたします。
※振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。
※ご利用当日に納品書兼請求書をお持ち致します。

㈱人形町今半フーズプラント受付行

●お届け先施設

年　 　月　 　日（　　）

10：00～11：00 PM　 　：

10：30～11：15

10：45～11：30

11：00～11：45

11：15～12：00

12：00以降はご希望のお時間を

ご記入ください

ご指定のお時間より1時間前から

のお届け時間とさせていただいて

おります

お弁当に関するお問合せ　☎（03）3641-0231（1）

注 文 書

単価 個数商品名

三井不動産ビルマネジメント株式会社

お客様専用ご注文FAX用紙

営業時間 9：15～18：00
㈱人形町今半フーズプラント

銀行振込現金 カード

●領収書または請求書の宛名がご注文者様と異なる場合

は、下記に宛名等をご記入くだい。

●お支払方法 ご希望のお支払方法にチェックを入れて下さい

ご注文・ご変更・キャンセルは、

ご利用日前日の１５：００までに

お願いいたします。
※１５：００以降のキャンセルに関しては

ご予約代金の全額を頂戴いたします。

予めご了承ください。

午後配達分に関しましては翌日午後の回収になります。

回収時間枠は１時間以上のお時間幅をいただいいております。

貴社名

ふりがな

お名前

会社所在地

FAX　又は

メール
アドレス

※返信用の為どちらか必ずご記入ください

当日
ご担当者様 ※当日お届け時扉へのノック、もしくは配達員よりご連絡する場合があります。

当日
ご連絡先

施設名

住所

TEL

ご注文専用FAX（03）3641-0274

※お弁当のご注文は必ず三井不動産ビルマネジメント様専用FAX用紙にてFAXでお願いします。

※ご注文専用FAX：（03）3641-0274



お弁当配達場所　　

□ 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号　コレド室町テラス3階

□ 〒　　　　　　　 

□ 〒　　　　　　　  

□ 〒　　　　　　　  

キャンセル規定

・２日前～前日17:00・・ 50％

・前日17:00以降・・・・100％

・人数変更・・前日17:00まで無料。以降100％

◆FAX到着後、24時間以内に受注確認のお電話をさせていただきます。

盛り合わせオードブル（5～6人前） ¥6,480

盛り合わせオードブル（3～4人前） ¥4,320

7日間前までのご注文（1個から可能）

お茶（ブリックタイプ　250ml） ¥130

追加用　ミニカレー ¥500

追加用　サラダ ¥300

オムライスと牛フィレ肉の特製弁当 ¥2,900 6～9月はオムライス→カレーになります

コース仕立てのおもてなし弁当 ¥5,940

ご希望日：　　　　　年　　　　　月　　　　　　日（　　　　)　　　　　　：　　　　　　～　　　　　　：

お支払方法　：　　　現金　　・　　請求書　　/　　領収書　：　有　・　無

領収書お宛名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但し書き　：

お 弁 当 名

（ご注文は5日前まで承ります。1種類5食以上。10,000円(税込)より）
数　量

（ 引取り：　有　・　無　　　　　　　：　　　　　頃 ）※無料

御社名　： ご担当者様名　：　　　　　　　　様

お電話番号　： FAX番号　：

当日連絡可能な携帯電話番号　：

日比谷松本楼　本店 宅配弁当ご注文票

送付先　FAX：03-3503-2013

申込日：　　　月　　　日
(フリガナ) (フリガナ)

〒100-0012 東京都千代田区日比谷1-2

　　株式会社　日比谷松本楼

TEL：03-3503-1451　　FAX：03-3503-2013

担当：宴会予約　虫賀(むしが)

洋食ミックス弁当（ハンバーグ・海老フライ・蟹爪入り） ¥1,600

カツカレー弁当 ¥1,500

白身魚幽庵焼とローストビーフの特製弁当 ¥2,900

※承り可能時間 11時～18時

※FAXでのご注文は5日前までとなります。宅配時間は予約が多い場合など、

ご希望のお時間に添えない場合もございます。何卒ご了承くださいませ。

※合計金額1万円以上で配達料無料

※価格は全て8％の税金込みのお値段になります。

※2022年3月1日～

室町三井ホール＆カンファレンス



喫茶配達場所　　

□ 〒100-0006 千代田区有楽町1-1-2　日比谷三井タワー　８階

□ 〒　　　　　　　 

□ 〒　　　　　　　  

□ 〒　　　　　　　  

キャンセル規定

・２日前～前日17:00・・ 50％

・前日17:00以降・・・・100％

・人数変更・・前日17:00まで無料。以降100％

（ 引取り：　有　　　　　　　：　　　　　頃 ）※無料

お支払方法　：　　　現金　　・　　請求書　　/　　領収書　：　有　・　無

領収書お宛名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但し書き　：

ご希望日：　　　　　年　　　　　月　　　　　　日（　　　　)　　　　　　：　　　　　　～　　　　　　：

日比谷松本楼　本店 喫茶ご注文票

送付先　FAX：03-3503-2013

申込日：　　　月　　　日
(フリガナ) (フリガナ)

御社名　： ご担当者様名　：　　　　　　　　様

お電話番号　： FAX番号　：

当日連絡可能な携帯電話番号　：

喫茶内容（ご注文は5日前まで承ります）

※ポットサービスには配達料、カップ・ソーサーには配達料・人件費が加算されます
数　量

ホット・アイス　コーヒー／紙コップ（15杯） ¥8,400

ホット・アイス　ティー／紙コップ（15杯） ¥8,400

オレンジジュース／プラカップ（15杯） ¥8,400 デカンタになります

ホット・アイス　コーヒー／カップ・ソーサー ¥726

備考（上記承り可能時間以外の時間をご希望の場合にはご相談下さい）

焼き菓子（２種類） ¥315

株式会社　日比谷松本楼

〒100-0012 東京都千代田区日比谷1-2

TEL：03-3503-1451　　FAX：03-3503-2013

担当：宴会予約　虫賀(むしが)

◆FAX到着後、24時間以内に受注確認のお電話をさせていただきます。

ホット・アイス　ティー／カップ・ソーサー ¥726

オレンジジュース／グラス ¥726

※承り可能時間 10時～18時

※FAXでのご注文は5日前までとなります。宅配時間は予約が多い場合など、

ご希望のお時間に添えない場合もございます。何卒ご了承くださいませ。

※価格は全て10％の税金込みのお値段になります。

日比谷三井カンファレンス

※2022年12月1日改定



ケータリングパーティー場所　　

□ 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号　コレド室町テラス3階

□ 〒　　　　　　　 

□ 〒　　　　　　　  

□ 〒　　　　　　　  

キャンセル規定

50名様以下　　51名様以上

・２ヶ月前～1ヶ月前・・なし　

・1ヶ月前～8日前・・・10％　  

・7日前～前日18:00・・50％   　　　　 50％

・前日18:00～当日・・100％　 　 　　100％

・人数変更・・前日17:00まで無料。以降100％

〒100-0012 東京都千代田区日比谷1-2

TEL：03-350-1451　　FAX：03-3503-2013

担当：宴会予約　虫賀(むしが)

備考

株式会社　日比谷松本楼

◆FAX到着後、24時間以内に受注確認のお電話をさせていただきます。

飲物（フリードリンク） ¥2,662

飲物（実数）

立食ブフェ ¥6,050

立食ブフェ ¥7,260

お支払方法　：　　　現金　　・　　請求書　　/　　領収書　：　有　・　無

領収書お宛名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但し書き　：

お料理 ・ お飲物（ご注文は、10日前まで承ります）

※別途、車両費・機材費・人件費が加算されます
数　量

ご希望日：　　　　　年　　　　　月　　　　　　日（　　　　)　　　　　　：　　　　　　～　　　　　　：

日比谷松本楼　本店 ケータリングパーティーご注文票

送付先　FAX：03-3503-2013

申込日：　　　月　　　日
(フリガナ) (フリガナ)

御社名　： ご担当者様名　：　　　　　　　　様

お電話番号　： FAX番号　：

当日連絡可能な携帯電話番号　：

※承り可能開始時間 11時～19時

※FAXでのご注文は10日前までとなります。宅配時間は予約が多い場合など、

ご希望のお時間に添えない場合もございます。何卒ご了承くださいませ。

※価格は全て10％の税金込みのお値段になります。

10％

30％

※2022年3月1日～

室町三井ホール＆カンファレンス
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