
ご宴会・パーティーの各種演出をはじめ、さまざまなご要望にお応えいたします。

各種模擬店のご用意 /花束・卓上装花の演出 /ビデオ撮影 /プロ司会者  

コンパニオンの派遣 /会場タイトル看板・案内板の設置 /招待状の印刷  

エレクトーン・ピアノ演奏　他

  係員までお気軽にお問合せ下さい。

会場設営もお任せ下さい

ホームページアドレス http://www.hotel-ksp.com

044-819-2211ご予約のお問い合わせは

 ～出張宴会～

CATERING  SERVICE 
HOTEL ARU KSP



都内ホテルでの実績がある総料理長監修の基、ご満足頂けるお料理をご提供いたします。

Catering  Serviceケータリングサービス

ケータリングサービス（出張宴会） デリバリーサービス（お届けのみ）

ホテルならではの本格的なお料理とサービスを
お届けするブッフェスタイルのお料理内容です。

・ご利用人数 20 名様より
・形式 立食パーティー
・料金 内容により
   ご提案致します。

お料理 立食形式 1 名様 

主な実績例
記念式典パーティー
各種祝賀会

創立記念パーティー
社長就任披露　等々

ご利用シーン例
社内での各種パーティー
大事なお客様を招いてのパーティー
歓迎会や送別会
暑気払い
忘年会や新年会　等々

ご予約から当日までのスケジュール

当日
お料理・サービスをご期待ください

Step　6

お打合せ
会場レイアウト料理内容・人数など
お伺い致します。

その他ご料金

Step　3

内容決定
料理内容・当日のスケジュール確認

会場の下見
経験豊富なスタッフが訪問し
ご趣旨にあった内容を
プランニング

Step　5

Step　2

お見積り
お打合せ内容を基に作成

お問い合わせ
HOTEL ARU KSP
宴会予約係
044-819-2211

Step　4

Step　1

オプション料理
オードブル盛り合わせ……………………… 5,940 円
各種チーズ盛り合わせ……………………… 4,752 円
ローストビーフ（30 名様） …………… 43,956 円
　　（カッティング・ワゴンサービス）
握り寿司…………………………………… 11,880 円
巻き寿司……………………………………… 5,940 円
炒飯…………………………………………… 7,128 円
焼きそば……………………………………… 7,128 円
鶏肉のから揚げ……………………………… 7,128 円
お寿司の模擬店（有料）もご案内できます。
詳しくはお問い合わせ下さい。

お飲物
ビール　…………………………………………772 円
ウィスキー（ボトル） ……………………… 3,564 円
日本酒（1合） ………………………………… 594 円
麦焼酎（ボトル） …………………………… 3,564 円
芋焼酎（ボトル） …………………………… 4,158 円
赤ワイン（ボトル） ………………………… 4,158 円
白ワイン（ボトル） ………………………… 4,158 円
オレンジジュース（カラフェ） …………… 1,188 円
ウーロン茶（カラフェ） …………………… 1,188 円
お得な飲み放題コースもございます。2,000 円
（ビール、ウィスキー、日本酒、ウーロン茶 　
 麦焼酎、　ソフトドリンク） 

　　　　　……………………… 10,800 円～
（会場下見後に費用は算出致します）

会場設営費　

　　…………………………… 32,400 円～運搬費

　　　　　　………………… 10,800 円～サービス人件費

　　…………………………… 10,800 円～
　　　　　　　　　　……………324 円～／人
　　　　　…………………………540 円～／枚

つぼ花
什器備品（グラス・お皿）
テーブルクロス 

その他

Takeout　Deliveryテイクアウト・デリバリー

ご自宅やオフィス・集会場でのパーティーにホテルのお料理をどうぞご指定の場所へのお届けは勿論、ホテルでの
お渡しもできます。

※表示の価格は税込みとなります。

ご注文は 5日前までにお申込み下さい。
上記以外のお料理のリクエストもお気軽にお問合せ下さい。
配達エリアは川崎市内、横浜市東部、東京西部とさせて頂いております。
お料理のお皿は回収不要のお皿でのご提供となります、回収は行いませんので後片付けはセルフサービスとなります。

ホテルでのお渡しは 1皿から対応致しますが、デリバリーの際は 4皿以上でお申込み下さい。
オプション（別料金）でサービススタッフの手配や取り皿・グラスなどのご準備も致します。
詳しくはお問い合わせ下さい。

旬の食材と季節の彩りを大切にしたHOTEL ARU KSP特製御弁当
会議・研修・行楽の御弁当から　　御慶事・御法要まで・・・・御弁当

ご予算等ご相談承ります。
季節により献立の一部が変更になることがございます。ご予約は 3日前までにお申し込み下さい。
ご注文は 10 名様分より承ります。
お届け後お早めにお召上がり下さい。ホテル宴会場や個室での御慶事・御法要も承ります。

●折詰容器でもご案内できます。ご趣旨に合わせご提案致します。

当日
お料理・サービスをご期待ください

お打合せ
会場レイアウト料理内容・人数など
お伺い致します。

お料理　５人前の例
オードブルプレート………… 6,480 円　
ローストビーフ……………… 7,560 円　
フライドチキン＆ポテトフあライ… 5,940 円　
寿司桶各種
（巻物・にぎり・バラちらし） … 5,940 円～
サンドイッチ各種
（カツ・カツ＆チキン・カツ＆ミックス） …4,320 円～
フルーツ盛り合わせ………… 4,752 円　

1,782 円 5,940 円2,970 円

3,500円（消費税別）～

1,650 円 2,750 円 5,500 円

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

※ホテルでお渡しするテイクアウト商品は軽減税率が適用されます。
　御弁当およびデリバリー商品につきましては提供方法により軽減税率が摘要される場合がございます。

ご家族のお誕生日会やサークル・オフィスでの納会など、ご指定の場所へのお届けは勿論、ホテルでのお渡しもで
きます。また、大切な方をお見送りするお通夜、告別式のお料理手配も承ります。詳しくはお問い合わせください。

（消費税別）

（消費税別）

5,500 円
4,400 円

11,000 円

6,000 円
7,000 円
5,500 円フライドチキン＆ポテトフライ…

4,000 円
4,400 円

5,500 円10,000 円

30,000 円

10,000 円

10,000 円
300 円
500 円

5,500 円
6,600 円
6,600 円
6,600 円

715 円
6,600 円
550 円
3,300 円
3,850 円
3,850 円
3,850 円
1,100 円
1,100 円

1,900 円

40,700 円

お料理は「洋食」・「中華」・「和食」それぞれのホテルの本格的なお料理をお楽しみください。


