パーティー・懇親会 プラン

当社は感染症_国際水準である
「GBAC STAR™認証」を取得しております

01-1 懇親会・パーティーの基準

_新型コロナ感染症対策 施設利用ガイドライン

DATE :

2022/2/10

懇親会・パーティーを実施する際は、当施設が定める感染症対策の基準をお守りください。
実施にあたっては当施設担当者と入念な打合せをおこなってください。

●基本的な感染症対策の考え方
◎飲食可能な場所（飲食エリア）を限定する必要があります。
どの場所で飲食を可能にするかを明確にする必要があります。事前に施設担当者と打合せをおこない定めてください。
◎飲食エリア外はマスク着用の徹底をしてください。
食事を取りに行くなど飲食エリアを離れる場合はマスク着用が必須となります。
◎飲食する人との身体的距離は１m以上必要です。アクリルパネル設置有無に関しては「指標一覧表」をご確認ください。
レイアウトについては事前に施設担当者と打合せおこない定めてください。
◎ブッフェ形式時の食事を取る際は、マスク着用とビニール手袋を着用してください。
飲食者自身がマスク着用とビニール手袋を必ず着用して、食事を取っていただきます。
ケータリングスタッフによる取り分けは別途費用が発生いたします。
◎人数については下記項目の内、一番少ない人数が上限となります。
人数の決定は施設担当者と打合せをおこない定めてください。
・収容人数の半分の人数
・一人あたりの換気量60㎥/hを満たす人数（厚労省が定める換気量基準30㎥/hの倍の数値）
・レイアウトにより身体的距離の基準を満たした人数
◎ケータリング業者は指定業者となります。
普段は指定業者制度を取っておりませんが、コロナ禍における感染症対策の徹底のために、ケータリング業者は施設側指定の業者とさせていただきます。
複数社ご用意しておりますので、お打合せの上、ケータリング業者を決定してください。
◎ワクチン接種証明・PCR検査陰性証明（1週間以内）を当日受付での提示、もしくは事前確認を推奨いたします。（一部条件では必須）
新型コロナワクチン接種の証明できるもの、もしくはPCR検査の陰性証明（1週間以内の検査結果）できるものを当日提示するか、
もしくは、事前確認することを推奨します。一部条件では必須となりますのでご注意下さい。
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01-2 懇親会・パーティーの基準

_新型コロナ感染症対策 施設利用ガイドライン

DATE :

2022/2/10

各指標の一覧は下記の通りとなります。ご不明点ございましたら当施設担当者にお問合せください。

●指標一覧表_社内

対象者
座席
席移動
飲食可能場所
アクリルパネル

マスクルール

注意喚起 プロジェクター投影
身体的距離
食事取り分け時
（飲食者自身の場合）
ブッフェ形式
飲食時間
酒類制限
※ソフトドリンク制限無し

ワクチン接種証明
PCR検査陰性証明

社内パターン①

社内パターン②

社内パターン③

社内

社内

社内

着席/指定席

着席/自由席

立食/自由席

×無

〇有

〇有

事前に決められた席

飲食エリアのいずれかの席

飲食エリアの足形マーク位置

有（対面のみ）

-

-

常時マスク着用

常時マスク着用

席の飲食時のみマスクをずらして飲食可

席の飲食時のみマスクをずらして飲食可

（マスクを完全に外すのはNG）

（マスクを完全に外すのはNG）

〇必要

〇必要

〇必要

１m以上

１m以上

１ｍ以上

ビニール手袋着用

ビニール手袋着用

ビニール手袋着用

〇可能

〇可能

〇可能

自席のみマスク外すのはOK
離席時は常時マスク着用

２時間

２時間

２時間

（ドリンクラストオーダー３０分前）

（ドリンクラストオーダー３０分前）

（ドリンクラストオーダー３０分前）

無し/飲み放題可

参加人数×３本（350ml缶）まで

参加人数×３本（350ml缶）まで

（泥酔者には酒類提供は不可）

（泥酔者には酒類提供は不可）

（泥酔者には酒類提供は不可）

推奨

推奨

推奨
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01-3 懇親会・パーティーの基準

_新型コロナ感染症対策 施設利用ガイドライン

DATE :

2022/2/10

各指標の一覧は下記の通りとなります。ご不明点ございましたら当施設担当者にお問合せください。

●指標一覧表_社外

対象者
座席
席移動
飲食可能場所
アクリルパネル

マスクルール

注意喚起 プロジェクター投影
身体的距離
食事取り分け時
（飲食者自身の場合）
ブッフェ形式
飲食時間
酒類制限
※ソフトドリンク制限無し

ワクチン接種証明
PCR検査陰性証明

社外パターン①

社外パターン②

社外パターン③

社外

社外

社外

着席/指定席

着席/自由席

立食/自由席

×無

〇有

〇有

事前に決められた席

飲食エリアのいずれかの席

飲食エリアの足形マーク位置

有（対面のみ）

-

-

常時マスク着用

常時マスク着用

席の飲食時のみマスクをずらして飲食可

席の飲食時のみマスクをずらして飲食可

（マスクを完全に外すのはNG）

（マスクを完全に外すのはNG）

〇必要

〇必要

〇必要

１m以上

１m以上

１ｍ以上

ビニール手袋着用

ビニール手袋着用

ビニール手袋着用

〇可能

〇可能

〇可能

自席のみマスク外すのはOK
離席時は常時マスク着用

２時間

２時間

２時間

（ドリンクラストオーダー３０分前）

（ドリンクラストオーダー３０分前）

（ドリンクラストオーダー３０分前）

無し/飲み放題可

参加人数×３本（350ml缶）まで

参加人数×３本（350ml缶）まで

（泥酔者には酒類提供は不可）

（泥酔者には酒類提供は不可）

（泥酔者には酒類提供は不可）

推奨

必須

必須
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02-5 懇親会・パーティーの基準

_新型コロナ感染症対策 施設利用ガイドライン

DATE :

2022/2/10

●レイアウトの考え方
身体的距離は1m必要です。座席が間に入るときのテーブル間の距離は2m以上必要です。
レイアウト図の作成につきましては当施設担当者にお申し付けください。
1m

1m

1m

1m
m

m

●パターン①のイメージ画像
※指標は本ガイドライン P26/P27参照
テーブルの大きさ：幅1800mm×奥行1350mm
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02-6 懇親会・パーティーの基準

_新型コロナ感染症対策 施設利用ガイドライン

DATE :

2022/2/10

●パターン②のイメージ画像
※指標は本ガイドライン P26/P27参照
テーブルの大きさ：幅1800mm×奥行1350mm

●パターン③のイメージ画像
※指標は本ガイドライン P26/P27参照
足形マーク（飲食位置マーク）の設置
テーブルの大きさ：幅1800mm×奥行1350mm
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02-7 懇親会・パーティーの基準

_新型コロナ感染症対策 施設利用ガイドライン

DATE :

2022/2/10

歓談時等ではプロジェクター投影にて新型コロナ対策の注意喚起を投影してください。
当施設で注意喚起のパワーポイントデータをご用意しております。必要であればお申し付けください。

1m

マスク着用で会話

食事以外はマスク着用

常に1ｍの距離を意識

1m

決められた飲食位置で食事

食事を取る時は手袋＆マスク着用
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02-1 ケータリング会社①「アポルテ」│＠2500プラン

DATE :

2022/2/10

アポルテ ＠ 2,500円 (税別）
〇冷製料理

4種

サーモンのクリーミームース イクラ添え
合鴨とルッコラのサラダ バルサミコソース
唐揚げ 油淋鶏ソース
カクテルサンドウィッチ
〇温製料理

1種

トマトのパルメザン風味のアラビア―タ（温製）
〇デザート

1種

パンナコッタ マンゴーソース

〇 最低発注人数30名様より
〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です
〇 個包装ブッフェスタイルとなります
〇 食器は使い捨て容器を使用しております
〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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02-2 ケータリング会社①「アポルテ」│＠4000プラン

DATE :

2022/2/10

アポルテ ＠ 4,000円 (税別）
〇冷製料理

5種

スタイリッシュピンチョス
合鴨とルッコラのサラダ バルサミコソース
旬の食材を使ったシェフ特製オードブル
牧草牛の冷製ローストビーフと彩野菜のオルトラーナ
フィンガーサンドウィッチ
〇温製料理

4種

白身魚と海老の軽いフリット

セビーチェ風

若鶏のソテーオリエンタルスタイル

ナポリ風リゾットのクロケット

アランチーニ

ドフィノワーズ ジャガイモのグラタン
〇デザート

1種

プティガトー

アルソティ

〇 最低発注人数30名様より
〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です
〇 個包装ブッフェスタイルとなります

〇 食器は使い捨て容器と陶器がございます
〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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02-3 ケータリング会社①「アポルテ」│＠4500プラン

DATE :

2022/2/10

アポルテ ＠ 4,500円 (税別）
〇冷製料理

6種

スタイリッシュピンチョス
フィンガーフードアミューズ
合鴨とルッコラのサラダ バルサミコソース
国産牛の冷製ローストビーフと彩野菜のオルトラーナ
フィンガーサンドウィッチ
季節のてまり寿司
〇温製料理

4種

真鯛のヴァプール

旬野菜と柑橘のソース

ハーブポークの真空調理

香草クルート焼き

牛ホホ肉の赤ワイン煮込み

なめらかなマッシュポテトと共に

季節野菜を使ったラザニア
〇デザート

1種

季節のフルーツタルト

マチェドニア添え

〇 最低発注人数30名様より
〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です
〇 個包装ブッフェスタイルとなります
〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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02-4 ケータリング会社①「アポルテ」│ドリンク表

DATE :

2022/2/10

アポルテ ドリンク表
●単品ソフトドリンク発注表（指標パターン②・③適用）

●単品アルコールドリンク発注表（指標パターン②・③適用）
画像

商品
アサヒ スーパードライ
（他社製品でも可）

キリン

氷結無糖レモン

（氷結シリーズであればご用意可）

サントリー

角ハイボール

サントリー ほろよい アイスティーサワー
（ほろ酔いシリーズであればご用意可）

容量

料金

350ml

400円

350ml

350円

350ml

350円

350ml

350円

発注本数

容量

料金

サントリーウーロン茶

500ml

250円

伊藤園 おーいお茶

500ml

250円

サントリー 南アルプスの天然水

500ml

150円

サントリー なっちゃんオレンジ

425ml

250円

コカ・コーラ

500ml

250円

コカ・コーラ ジンジャーエール カナダドライ

350ml

250円

商品

画像

発注本数

【税別表記】

〇 アルコールドリンク発注本数は［料理発注人数×3本］が上限となります
〇 発注したアルコールドリンクは買取となります
〇ソフトドリンクはグラス提供となります。当日提供した杯数をもとにご請求いたします
［ソフトドリンク単価：280円 / オレンジ・ウーロン茶］
〇 記載のない商品もご用意できる場合がございます。ご要望ございましたら当施設スタッフにお申し付けください。

〇 発注したソフトドリンクは買取となります

【税別表記】

●飲み放題内訳（指標パターン①適用）
2h飲み放題

ビール・赤白ワイン・ウィスキー・焼酎（麦・芋）・カシス・カンパリ
オレンジ・ウーロン・ソーダ・ジンジャーエール・ミネラルウォーター

〇 当日に来場する人数にあわせて費用が発生いたします

1,500円
【税別表記】

〇 30分前ラストオーダーとなります
〇 グラス提供となります

©2021 MAGNET STUDIO Co.,Ltd
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03-1 ケータリング会社②「エスプリ＆コー」│＠4300プラン

DATE :

2022/2/10

エスプリ＆コー ＠ 4,300円 (税別）
〇冷製料理

5種

ピンチョス3種
鴨パストラミとモッチャレラチーズ、トマト
タコのガルシア風
タンドリーチキンと旬野菜
彩野菜のサラダ
鶏胸肉の低温調理

自家製フレンチドレッシング
中華胡麻ソース

サーモンと香味野菜の和風パスタ
ミックスサンドウィッチ

〇温製料理

2種

海老と野菜のケイジャンラグーソースのペンネ
豚バラ肉の香草トマト煮込み
〇デザート

2種

苺のムース

〇 最低発注人数40名様より

フルーツ

〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です
〇 通常のブッフェスタイルとなります
〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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03-2 ケータリング会社②「エスプリ＆コー」│＠5300プラン

DATE :

2022/2/10

エスプリ＆コー ＠ 5,300円 (税別）
〇冷製料理

7種

ピンチョス3種
芽キャベツと甘エビのハーブマヨソース
タコのガルシア風
白身魚の幽庵焼き
海老と彩野菜のサラダ

柚子ドレッシング

ローストビーフ ルッコラと赤玉ねぎ添え
帆立のカルパッチョ ブロッコリーとカリフラワーのマリネ
豚ロースと根菜のフリット 黒酢ソース
生ハムとグリル野菜のクロワッサンサンドウィッチ

サーモンとアボカドのアーモンドロール寿司
〇温製料理

3種

キノコのクリームソース リガトーニ
ブリのオーブン焼き

バルサミコとレフォールのソース

牛バラ肉のデミグラス煮込み

〇 最低発注人数40名様より
〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です

〇デザート

2種

自家製カスタードプリン
いちじくの焼きタルト

〇 通常のブッフェスタイルとなります
〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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03-3 ケータリング会社②「エスプリ＆コー」│＠6300プラン

DATE :

2022/2/10

エスプリ＆コー ＠6,300円 (税別）
〇冷製料理

7種

ピンチョス3種

ローストポークと焼きリンゴ
ポークパテとスモークチーズ

ドライトマトソース

生タコとキャロットラペ、オレンジ
チョリソーとほうれん草のサラダ バルサミコアーモンドドレッシング
ローストビーフ ルッコラと赤玉ねぎ添え

帆立のカルパッチョ ブロッコリーとカリフラワーのマリネ
豚ロースと根菜のフリット 黒酢ソース
BLTサンドウィッチ
真鯛の手毬寿司
〇温製料理

漬け鮪の手毬寿司

4種

国産豚のロースト シャンピニオンソース
スズキとアサリのバプール 粒マスタードとポワロ―のソース
若鶏と旬野菜の照り焼き ペンネグラタン
牛バラ肉のデミグラス煮込み

〇 最低発注人数40名様より
〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です

〇デザート

3種

自家製カスタードプリン
ピスタチオクリームとホワイトチョコレートのプティタルト
フルーツ

〇 通常のブッフェスタイルとなります
〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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03-4 ケータリング会社②「アポルテ」│ドリンク表

DATE :

2022/2/10

エスプリ＆コー ドリンク表
●単品アルコールドリンク発注表（指標パターン②・③適用）
画像

商品

容量

料金

アサヒ スーパードライ

350ml

500円

キリン 一番搾り

350ml

500円

キリン 淡麗

350ml

380円

発注本数

●飲み放題内訳（指標パターン①適用）

キリン 氷結無糖レモン

350ml

2h飲み放題

350円

ビール・赤白ワイン・ウィスキー・焼酎
オレンジ・ウーロン・ソーダ・ミネラルウォーター

〇 当日に来場する人数にあわせて費用が発生いたします

1,500円
【税別表記】

〇 30分前ラストオーダーとなります

サントリー 角ハイボール

350ml

550円

バロークス プレミアム赤ワイン

250ml

980円

バロークス プレミアム白ワイン

250ml

980円

バロークス スパークリングワイン白ワイン

250ml

980円

〇 アルコールドリンク発注本数は［料理発注人数×3本］が上限となります

〇 グラス提供となります

【税別表記】

〇 発注したアルコールドリンクは買取となります
〇ソフトドリンクはグラス提供となります。当日提供した杯数をもとにご請求いたします
［ソフトドリンク単価：280円 / オレンジ・ウーロン茶］
〇 記載のない商品もご用意できる場合がございます。ご要望ございましたら当施設スタッフにお申し付けください。
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04-1 ケータリング会社③「L’apiケータリング」│＠4500プラン

DATE :

2022/2/10

L’apiケータリング ＠ 4,500円 (税別）
〇オードブル

4種

生ハムとカマンベールのカナッペ
サーモンクリームパテとケークサレ

蟹とカリフラワームースのカップ
クワトロフォルマッジのキッシュ
〇メイン

４種

北海道十勝産牛肉のローストビーフとマッシュポテト
薩摩ハーブ悠然どりのグリル

江原ハーブ豚のバルサミコ煮
白身魚の香草パン粉焼き
〇炭水化物

３種

新鮮魚介のシーフードパエリア

チリコンカルネのトルティーヤ
北海道十勝産牛肉のラザニア

〇 最低発注人数20名様より（最低12万円~）
〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です

〇デザート

３種

〇 個包装ブッフェスタイルとなります

とか蜜のミルクパンナコッタ

〇 食器は使い捨て容器となります

旬のフルーツカップ

〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます

チョコレートムース

〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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04-2 ケータリング会社③「L’apiケータリング」│＠5000プラン

DATE :

2022/2/10

L’apiケータリング ＠ 5,000円 (税別）
〇オードブル

4種

生ハムとカマンベールのカナッペ
サーモンクリームパテとケークサレ
蟹とカリフラワームースのカップ

クワトロフォルマッジのキッシュ
カラフルトマトと花畑牧場モッツァレラの
カプレーゼエディブルフラワーを添えて
〇メイン

４種

北海道十勝産牛肉のローストビーフとマッシュポテト
薩摩ハーブ悠然どりのグリル
江原ハーブ豚のバルサミコ煮
白身魚の香草パン粉焼き
〇炭水化物

３種

新鮮魚介のシーフードパエリア

〇 最低発注人数20名様より（最低12万円~）

チリコンカルネのトルティーヤ

〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です

北海道十勝産牛肉のラザニア

〇 個包装ブッフェスタイルとなります
〇 食器は使い捨て容器となります

〇デザート

３種

とか蜜のミルクパンナコッタ
旬のフルーツカップ、チョコレートムース

〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです
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04-3 ケータリング会社③「L’apiケータリング」│＠6000プラン

DATE :

2022/2/10

L’apiケータリング ＠ 6,000円 (税別）
〇オードブル

4種

生ハムとカマンベールのカナッペ

〇にぎり寿司 3種
鮪中トロ・赤身・白身（使い捨て容器に3貫お入れします）

サーモンクリームパテとケークサレ
蟹とカリフラワームースのカップ

クワトロフォルマッジのキッシュ
カラフルトマトと花畑牧場モッツァレラの
カプレーゼエディブルフラワーを添えて
〇メイン

４種

北海道十勝産牛肉のローストビーフとマッシュポテト
薩摩ハーブ悠然どりのグリル
江原ハーブ豚のバルサミコ煮
白身魚の香草パン粉焼き
〇炭水化物

３種

新鮮魚介のシーフードパエリア
チリコンカルネのトルティーヤ

〇 最低発注人数20名様より（最低12万円~）

北海道十勝産牛肉のラザニア

〇 サービススタッフ・装飾込みの料金です
〇 個包装ブッフェスタイルとなります

〇デザート

３種

とか蜜のミルクパンナコッタ

〇 季節・仕入れ状況によって多少メニューが変更になる場合がございます
〇 ドリンクにつきましては別頁のドリンク表をご覧ください
〇 画像はイメージです

旬のフルーツカップ、チョコレートムース
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04-4 ケータリング会社③「L’apiケータリング」│ドリンク表

DATE :

2022/2/10

L’apiケータリング ドリンク表

●単品ソフトドリンク発注表（指標パターン②・③適用）

●単品アルコールドリンク発注表（指標パターン②・③適用）

容量

料金

オレンジジュース トロピカーナ

330ml

200円

230円

伊藤園 おーいお茶

500ml

150円

350ml

250円

サントリー のんある気分 カシスオレンジ

350ml

200円

サントリー ほろよい アイスティーサワー

350ml

200円

チョーヤ 酔わないウメッシュ

350ml

200円

サントリー ほろよい カシスとオレンジ

350ml

200円

キリンビール 零ICHI

350ml

200円

画像

商品

容量

料金

サッポロ 黒ラベル

350ml

300円

キリン 氷結無糖レモン

350ml

サントリー 角ハイボール

発注本数

【税別表記】

〇 アルコールドリンク発注本数は［料理発注人数×3本］が上限となります

画像

商品

〇 発注したソフトドリンクは買取となります

発注本数

【税別表記】

〇 記載のない商品もご用意できる場合がございます。ご要望ございましたら当施設スタッフにお申し付けください。

〇 発注したアルコールドリンクは買取となります
〇 記載のない商品もご用意できる場合がございます。ご要望ございましたら当施設スタッフにお申し付けください。

●飲み放題内訳（指標パターン①適用）
2h飲み放題

ビール・オーガニック赤白ワイン・ウィスキー・芋焼酎・カシス・梅酒
オレンジ・ウーロン・ソーダ・ミネラルウォーター

〇 当日に来場する人数にあわせて費用が発生いたします

1,500円
【税別表記】

〇 30分前ラストオーダーとなります
〇 紙コップ・プラカップ提供となります/グラスオプション：500円
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