GUIDE TO ORDERING
ご注文およびお渡し方法について

ご注文はお電話にて承ります。ご予算、ご利用人数等各種ご要望に応じたご提案をさせて頂きます。お気軽にお問合わせください。
Orders are accepted by telephone. We will assist you to customize a menu tailored to your specific needs. Please do not hesitate to contact us.

PARTY BASKETS & MEAT COLLECTION

Order Hours
平日

受付時間

午前 11 時〜午後 8 時

ご利用日の 3 日前まで承ります。

＊オーダーが混み合った場合、ご注文をお受けできないことがございます。あらかじめご了承ください。
Monday through Friday 11:00 - 18:00 Orders are accepted by 16:00 of 3 days prior to the function date.
*If your order is for Monday, please place the order by 16:00 of the preceding Friday.
*Please note in advance that we may not be able to accept your order when orders are crowded.

ご自宅やオフィスでシェアして楽しむ、
パーティーバスケット＆ミートコレクション

Pick Up Hours at Store
午前 11 時〜午後 8 時まで

店頭受渡付時間

Mon-Sun 11:00-20:00

Cancellation Policy

キャンセル料金

注文内容の変更等はご利用予定日を含め 3 日前までお受けいたします。
それ以降の変更につきましては、変更・キャンセル料を頂く場合がございます。

親しいご友人や大切な方との集い、オフィスでのランチや歓送迎会などに、
お気軽にご注文いただけるパーティーメニューをご用意いたしました。

＊野外でのご利用、悪天候時のキャンセルの場合も適用となります。
Requests for change in the order or cancellation are accepted by 3 days prior to the function date. Any request that is placed afterwards will be
subject to arrangement/cancellation fee as follows. *Applicable to cancellations due to outdoor conditions such as bad weather.

料金は以下の通りとなります。

1 day before the function date ・・・ 50% of the invoice amount
・ご利用予定日の前日、前々日・・・ お見積金額の 50％
The day of the function date
・ご利用予定日の当日・・・ お見積金額の 100％
・・・ 100% of the invoice amount

個性あふれるサンドウィッチやひと口サイズのお料理、
お酒とともに楽しみたいチーズや生ハムを詰めあわせたバラエティー豊かなバスケット、
DEAN & DELUCA のシェフが手間ひまかけて丹精にプリペアド（調理）した
ボリューミーなお肉料理。みんなでシェアして楽しむ
パーティーの主役メニューが単品からご注文いただけます。
お酒やドリンク、お気に入りのデザートなどを用意すれば、
パーティーの準備はもう完了。ホストの方もお客様とともに楽しいひとときを。
テーマや用途にあわせて選べるメニューの数々をまずはご覧ください。

Notice

掲載商品についてのご注意

店舗により、一部商品をご用意できない場合がございます。詳しくはご利用の店舗までお問い合わせください。
Depending on the store, there are occasions when some products cannot be prepared. Please contact the respective stores about details.

Store Locations

下記の店舗にてピックアップサービスを展開しています

east market : 東日本マーケット

west market : 西日本 マーケット

六本木
品川
渋谷
吉祥寺
横浜
有楽町

ROPPONGI

YURAKUCHO

03.6212.0070

恵比寿

EBISU

03.5475.5088

SHINAGAWA

03.5413.3580
03.6717.0935

03.3477.4795

SHIBUYA

0422.22.1729

KICHIJOJI
YOKOHAMA

045.444.1401

Catering Service

11:00 ‒ 21:00

10:00 ‒ 23:00
10:00 ‒ 21:00

10:00 ‒ 22:00
10:00 ‒ 20:00

名古屋
栄
大阪
福岡

NAGOYA
SAK AE
OSAK A
FUKUOK A

052.527.8826

10:00 ‒ 21:30

03.3477.4795

10:00 ‒ 20:00

052.249.8838
0422.22.1729

10:00 ‒ 20:00
10:00 ‒ 22:00

（平日）10:00 ‒ 21:30

（土 / 日 / 祝）10:00 ‒ 21:00
10:00 ‒ 21:30

ケータリングサービスのご案内（対象：都内一部地域）

DEAN & DELUCA では、ケータリング & デリバリーサービスを行っております。お客様のプランに合わせて、シェフによるお料理と、店舗で取り扱う
生ハム、チーズ、ワイン、食後のスイーツ、コーヒーなどを組み合わせてパーティーのための食卓をご提案、お届けするサービスです。ビュッフェスタ
イルから着席スタイルまで、大小様々なパーティーに合わせた、美しい食の楽しみを満喫できるおもてなしのメニューを多数取り揃えております。詳し
くは下記までお問い合わせください。
ミニマムオーダー：ケータリング 97,200 円 / デリバリー 32,400 円（配送料別途料金）
Phone ／ 03.5432.7505

E-mail ／ catering@deandeluca.co.jp

各店の店舗情報は、
ウェブサイトへ
WWW.DEANDELUCA.CO.JP

ディーン＆デルーカ

URL ／ http://www.deandeluca.co.jp/catering/

店舗情報

＊特定原材料やアレルギー等についてはご注文時にお問い合わせください

party baskets & meat collection

PARTY BASKET

FRUITS & VEGETABLE BASKET

パーティーバスケット

フルーツ＆ベジタブル

ビールやワインを片手にフィンガーフードスタイルで楽しめる、お好みや用途にあわせて選べる 3 種のバスケット

MEAT COLLECTION

バスケット

ミートコレクション

新鮮なフルーツや野菜を彩り美しく盛りあわせたバスケット

DEA N & DELUCA で人気のお肉料理のご予約を承ります。ボリュームたっぷりのお肉をそのまま食卓へ。
皆の目の前で切り分けてメインディッシュをおたのしみください。

NEW YORK BASKET
ニューヨークバスケット

ロール寿司やカラマリ、ソフトシェルクラブなど
多国籍なニューヨークをイメージできる料理を盛り合わせたバスケット
シュリンプグリル / クラブケーキ / カラマリ / 穴子のロール寿司 /
ソフトシェルクラブトルティーヤ / つくねコリアンダー風味 / アーティチョーク /
ズッキーニ / 季節野菜 / パプリカ / ディルマヨネーズ / グリーンオリーブ

Medium 11,000円（税込み 11,880円）/ 6〜8人分
Large 21,000円（税込み 22,680円）/ 12〜16人分

ROAST CHICKEN

パセリを入れたパン粉がアクセントの骨付きのラムロースト。ナイフで
簡単に切り分けられるので食べやすく、ラムチョップとしておたのしみいただけます。

数種のスパイスとハーブでマリネした丸鶏を低温でじっくり焼きあげました。
柔らかな肉にジューシーな肉汁がたのしめます。* 付け合わせはイメージです。

6,800円（税込み7,344円）/ 4〜5人分（1ラック 8本） 13,600円（税込み14,688円）/ 10人分（2ラック 16本）

4,000円（税込み4,320円）/ 4人分（1羽 / 約1.2kg）

ROAST WAGYU BEEF

PORK SPARE RIB

上質な脂が適度に入った和牛を低温でじっくりと焼きあげました。
軽く温めて、塩と胡椒でおたのしみください。* 塩はイメージです。

柔らかく蒸しあげた山形産の豚肉のスペアリブを特製のソースに
漬け込み焼きあげました。とろける柔らかな肉質が甘いソースと相性抜群です。

仔羊のパセリパン粉焼き

FRESH FRUITS BASKET

STEAMED & GRILLED
VEGETABLE BASKET

フレッシュフルーツバスケット

ローストチキン

スチーム＆グリルドベジタブルバスケット

お食事のあとのデザートやシャンパンとともにたのしむ
色鮮やかな季節のフレッシュフルーツの盛り合わせ

スチーム＆グリルした旬の野菜に自家製ディルマヨネーズを添えた、
シンプルに野菜本来の甘みが味わえる盛り合わせ

Medium 8,000円（税込み8,640円）/ 6〜8人分

Large 16,000円（税込み17,280円）/ 12〜16人分

SANDWICH BASKET

ROAST LAMB RACK

Medium 7500円（税込み8,100円）/ 6〜8人分

Large 14,000円（税込み15,120円）/ 12〜16人分

サンドウィッチバスケット

香ばしく焼きあげた様々なブレッドに
新鮮な野菜やチーズ、生ハムなどをはさんだボリューミーなバスケット
Medium 6,000円（税込み 6,480円）/ 5〜6人分

CHARCUTERIE & CHEESE BASKET

Large 12,000円（税込み 12,960円）/ 10〜12人分

シャクータリー＆チーズ

* 写真のパンやサンドイッチはイメージです。
ラインナップは季節によりことなりますので詳細は各店にお問い合わせください。

バスケット

DEA N & DELUCA が自信を持っておすすめする世界の A RTISA N（つくりて）がつくるチーズや生ハムなどを、テーマごとに盛り合わせました
*シャクータリー＆チーズバスケットのお取り扱いは六本木、品川のみです。

ポークスペアリブ

和牛のローストビーフ

6,000円（税込6,480円）/ 4〜5人分（300g） 12,000円（税込み12,960円）/ 10人分（600g）

* ソースは、季節でかわります。

5,200円（税込み5,616円）/ 4〜5人分（1kg） 10,400円（税込み11,232円）/ 10人分（2kg）

MEAT SELECTION BASKET
ミートセレクションバスケット

サルティンボッカ、ラムボール、ビーフステーキなど
肉料理をフューチャーしたバリエーション豊かなバスケット
ビーフステーキ / サルティンボッカ / 手羽元フリット / ラムボール / フォアグラメンチカツ /
フライドポテト / ケイジャンマヨネーズ / ゴルゴンゾーラソース

Medium 10,000円（税込み 10,800円）/ 6〜8人分
Large 19,000円（税込み 20,520円）/ 12〜16人分

ROAST DUCK

ガーリックバターをたっぷりしみこませたバゲットに
豚ヒレ肉を丸ごと詰めて焼きあげました。
ポークの旨味がしみこんだバゲットは絶品です。
オーブンで少し温め、お好きな
サイズに切り分けてお召しあがりください。

ロゼ色に焼きあげた鴨の胸肉に、
季節の食材をつかった
特製ソースを組み合わせました。
スライスして、お召しあがりください。

バゲット・ポーク

MEDITERRANEAN

CHEESE SELECTION

CHARCUTERIE & CHEESE

伝統的な製法で長期熟成されたイタリアのプロシュートや
サラミ、スペインのハモン・セラーノや、豚肉にハーブや
スパイスを合わせて仕上げたパテ・ド・カンパーニュ、
自家製のオリーブなどを盛り合わせました

選りすぐりのチーズの中から人気の定番商品と
季節のおすすめ商品を盛り合わせたバスケットです。
チーズによく合うドライフルーツとスライスした
パンを添えてお届けします。

DEAN & DELUCA が自信をもっておすすめする
シャクータリーとチーズが一度にたのしめる盛り合わせ。

Medium 12,000円（税込み12,960円）/ 8〜10人分

Medium 12,000円（税込み12,960円）/ 8〜10人分

メディタレイニアンシャクータリー

Large 20,000円（税込み21,600円）/ 12〜15人分

*画像はイメージです。実際の盛りつけとはことなる場合がございます。
*バスケットのサイズ（外寸） L：幅47×奥行き３７×高さ14／M：幅３２×奥行き２４×高さ１２
（cm）

BAGUETTE PORK
チーズセレクション

シャクータリー＆チーズ

Medium 12,000円（税込み12,960円）/ 8〜10人分
Large 20,000円（税込み21,600円）/ 12〜15人分

2,400円（税込み2,592円）/ 4〜5人分（約20cm）

4,800円（税込み5,184円）/ 8〜10人分（約40cm）

鴨のロースト季節のソース

* ソースは、季節でかわります。

3,900円（税込み4,212円）/ 4〜5人分（胸肉３枚）

6,500円（税込み7,020円）/ 8〜10人分（胸肉５枚）

Large 20,000円（税込み21,600円）/ 12〜15人分

* 季節によってハムの種類は変更になる場合がございます
*各メニューはプラスチックパックなど店舗のテイクアウト用包材に入れてのお渡しとなります。お皿に盛り替えてお楽しみください。

