Restaurant

Tokyo West Hotel Grope

中国料理

酔八仙

Shimatonelico
シマトネリコ

レストランのデリバリーサービス
Premiam Delivery Service
お料理のデリバリーは総額 40,000 円より承ります。
本格中国大皿料理

中国料理

酔八仙

◆写真は一例です。その他商品もお好みでおつくりいたします。お問い合わせください。
◆料金には、食材費・備品・配送料が含まれて下ります。（消費税別）

お料理は写真以外にも豊富にございます。お客様のお好みをお聞きしながらお作り、お届けいたします。

名物 本格四川陳麻婆豆腐

四川海老のチリソース

若鶏とカシューナッツ炒め

海の幸と旬野菜の塩炒め

写真：20 名様分（銀丸盆皿）

写真：20 名様分（銀小判大皿）

写真：20 名様分（銀小判大皿）

写真：20 名様分（銀小判大皿）

冷采

6,500 円

10 名様用：3,500 円（土鍋仕立）

茄子の八丁味噌炒め

写真：20 名様分（銀丸盆皿）

冷采

6,500 円

10 名様用：3,500 円（白大皿）

冷采

8,500 円

10 名様用：4,500 円（白大皿）

青椒牛肉(細切り牛肉とピーマン炒め)
写真：20 名様分（銀小判大皿）

冷采

8,000 円
10 名様用：4,250 円（白大皿）

冷采

7,000 円

10 名様用：3,800 円（白大皿）

特製黄金炒飯

写真：20 名様分（銀小判大皿）

冷采

6,500 円

10 名様用：3,500 円（白大皿）

冷采

8,500 円

10 名様用：4,500 円（白大皿）

時季冷菜(豚ロース肉の黒酢仕立)
写真：20 名様分（銀小判大皿）

冷采

6,500 円

10 名様用：3,500 円（白大皿）

～人気料理ラインナップ～

季節のフルーツ盛合せ

酔八仙特製ちまき

写真：20 名様分（銀角大盆）

写真：20 個様分（大せいろ盛り）

冷采

2,800 円~
10 名様用：1,500 円（ガラス大皿）
※お乗せする内容によって価格は変わります

冷采

5,000 円

10 名様用：3,000 円（せいろ盛）

お客様のご予算に合わせていろいろなプラン
でお作りいたします。
まずはお気兼ねなくお問合せくださいませ。

東京ウエストホテルグループ
株式会社タイレル

〒183-0027 東京都府中市本町

TEL：042-360-5779

4-23-2
FAX：042-314-2920

URL//www.tokyowest-hotel.co.jp

■時季前菜三種盛合せ： 5,000 円（10 名様分） /

9,000 円（20 名様分）

■イカの唐辛子炒め：

4,500 円（10 名様分） /

8,500 円（20 名様分）

■回鍋肉(ホイコーロー)： 3,800 円（10 名様分） /

7,200 円（20 名様分）

■若鶏の唐揚特製ソース：3,500 円（10 名様分） /

6,500 円（20 名様分）

■白身魚の甘酢あん：

3,800 円（10 名様分） /

7,200 円（20 名様分）

■豚肉のピリ辛炒め：

3,800 円（10 名様分） /

7,200 円（20 名様分）

■帆立貝柱の牡蠣ソース：7,000 円（10 名様分） / 13,000 円（20 名様分）
■青菜の炒め（塩・醤油）： 3,500 円（10 名様分） /

6,500 円（20 名様分）

■大海老のチリソース： 7,000 円（10 名様分） /

13,000 円（20 名様分）

■茄子とひき肉のピリ辛：3,800 円（10 名様分） /

7,200 円（20 名様分）

■海老のマヨネーズ：

3,800 円（10 名様分） /

7,200 円（20 名様分）

■豚ロースの特製酢豚： 3,800 円（10 名様分） /

7,200 円（20 名様分）

■上海式塩焼きそば：

6,500 円（20 名様分）

■高級料理（伊勢えび・鮑・フカヒレ・黒毛和牛他）：時価にて承ります

≪お問い合わせ・ご予約≫
24 時間受付

3,500 円（10 名様分） /

※まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ

e-mail：info@suihassen.com
FAX：042-314-2920

TEL：042-360-5779（平日 10:00～17:00）ケータリング担当まで

お弁当のデリバリーは総額 30,000 円より承ります。

中国料理

お弁当のお届け

1,500 円

お弁当メニュー

四川海老のチリソース弁当

2,000 円

酔八仙

◆写真は一例です。その他商品もお好みでおつくりいたします。お問い合わせください。
◆料金には、食材費・備品・配送料が含まれて下ります。（消費税別）

メイン料理と副菜（中華惣菜 2 種）ご飯（栃木県産コシヒカリ）漬物

豚ロースの黒酢ソース弁当

お弁当メニュー

白身魚の甘酢ソース弁当

青椒牛肉（チンジャオ）弁当

メイン料理 2 種と副菜（中華惣菜 2 種）ご飯（栃木県産コシヒカリ）漬物･フルーツ
厳選した食材をいろいろな美
味しい組み合わせでお楽しみ
いただけます。
セミナーや会議の後の会食や、
年中行事の大切な時に、、、
シーンに合わせてお作り致し
ます。

海老のチリソース・チンジャオ弁当 帆立牡蠣ソース・チンジャオ弁当

ご予算などお気兼ねなくお問
合せくださいませ。

海老旬野菜・白身魚甘酢弁当
レストラン

≪姉妹店、府中アーバンホテル別館「シマトネリコ」の紹介≫
Restaurant

Shimatonelico

軽食・おつまみ・パスタ

◆写真はサンプルです。実際の商品とは季節等により一部変更がございます。
◆料金には、食材費・備品・配送料が含まれて下ります。（消費税別）

こちらのお料理のデリバリーは総額 40,000 円より承ります。

サンドイッチ(30 カット)

サンドイッチ(42 カット)

サンドイッチ(32 カット＋おつまみ)

シェフのおすすめ Pizza (約 35cm）

5~6 名様用盛り

6~8 名様用盛り

7～10 名様用盛り

※写真は Pizza マルゲリータ

2,400 円

お手軽おつまみパック
26cm(5~6 名様用)

3,800 円

3,800 円

おつまみ盛合わせパック

シェフのおすすめパスタ (3 名様用）

32cm（6~10 名様用）

※写真は「茄子とベーコンのポモドーロ」

3,400 円

2,000 円

お客様のご予算に合わせていろいろなプランでお作りいたします。
まずはお気兼ねなくお問合せくださいませ。

東京ウエストホテルグループ

2,600 円～
※写真は 4,000 円コース

4,000 円～

Tokyo West Hotel Group

お問合せは、E-mail で 24 時間受付

株式会社 タイレル
〒183-0027 東京都府中市本町

2,400 円

4-23-2

TEL：042-360-5779 / FAX：042-314-2920
URL：http://www.tokyowest-hotel.co.jp

ケータリング担当まで

中国料理酔八仙（すいはっせん）・レストランシマトネリコ

info@suihassen.com
確認後、担当よりご連絡申し上げます。

