忘 新 年 会は
会 は 花壇のお料理
花壇のお料理で
で
特 別 な ひと
ひ と ときを
お料理に飲み放題が付いた花壇の定番ご宴会コースです。

梅 コース

（お料理

9 品）

1. 三種冷菜盛り合わせ

6. 豚ヒレ肉の果実酢風

2. フカヒレ茶碗蒸し

7. 鶏肉と野菜の醤油煮込み

3. 冬野菜とイカのあっさり炒め 8. 高菜チャーハン
4. 海老のチリソース

飲み放題

A（90分）

瓶ビール / 紹興酒 /

＋

杏露酒 / 焼酎 /
ウイスキー / ウーロン茶
※追加500円で30分延長させて
いただきます。

9.やわらか杏仁豆腐

5. 点心2種

→ お1人様
その他、
5,000円〜12,000円
（税抜）、全6プラン、6名様より承ります。
仕入の状況でお料理が変更になる場合がございます。
裏面メニューもご覧ください。
お料理のみの場合は、
1,000円引きになります。

6,000円

（税抜）

飲み放題ランクアップ

忘 新 年会 なら花壇

飲み放題
付き

通常の飲み放題よりバリエーションに富んだ2種類

飲み放題

＋500
B（90分）＋500

円(税抜)

飲み放題Aに、
ノンアルコールビール / 日本酒 / ワイン/
各種ソフトドリンク が付きます。

飲み放題

C（90分） ＋1,000

【開催期間】

円(税抜)

飲み放題Bに、
スパークリングワイン が付きます。

※基本のコースは飲み放題Aとなります。
※追加500円で30分延長させていただきます。

2017年11月20日
〜2018年2月28日

・ご利用人数は6名様以上で承ります。
・表記価格は全て税抜です。
・サービス料は頂いておりません。

・お部屋によって個室料が掛かります。
・サービス券、
金券はご利用不可となります。
・無料貸出（マイク、
モニター、
DVD）
いたします。

※写真はすべてイメージとなります。

席数130（６〜120名様）、室数5部屋、立食150名様までご対応させていただきます。

中目黒・代官山でご宴会なら中國飯店 花壇

題
放
み
飲
付き
花コース

忘新年会飲み放題付きコース
詳しくは花壇までお問い合わせくださいませ。

お1人様5,000円（税抜）

梅コース

お1人様6,000円（税抜）

※飲み放題は90分となります。
延長ご希望の際は、30分500円となります。

椿コース

お1人様7,000円（税抜）

1. 前菜

1. 三種冷菜盛り合わせ

1. 四種冷菜盛り合わせ

2. 冬野菜とイカのあっさり炒め

2. フカヒレ茶碗蒸し

2. フカヒレ姿入り茶碗蒸し

3. 海老のチリソース

3. 冬野菜とイカのあっさり炒め

3. 冬野菜と海鮮2種のあっさり炒め

4. 点心2種

4. 海老のチリソース

4. 牛肉と信州産きのこの黒胡椒炒め

5. 豚ヒレ肉の果実酢風

5. 点心2種

5. 世界一？長い春巻き

6. 鶏肉と野菜の醤油煮込み

6. 豚ヒレ肉の果実酢風

6. 鶏肉と野菜の醤油煮込み

7. 高菜炒飯

7. 鶏肉と野菜の醤油煮込み

7. 海老のチリソース

8. やわらか杏仁豆腐

8. 高菜炒飯

8. 豚ヒレ肉の果実酢風

9. やわらか杏仁豆腐

9. 高菜炒飯
10.やわらか杏仁豆腐

ユリ

百合コース

ザクロ
お1人様8,000円（税抜）

バラ

柘榴コース お1人様10,000円（税抜）

薔薇コース お1人様12,000円（税抜）

1. 四種冷菜盛り合わせ

1. 前菜五種盛り合わせ

1. 前菜六種盛り合わせ

2. フカヒレ姿入り茶碗蒸し

2. フカヒレの姿煮込み

2. 特撰フカヒレの姿煮込み

3. 冬野菜と海鮮三種のあっさり炒め

3. 冬野菜と海鮮三種のあっさり炒め

3. 冬野菜と海鮮三種のあっさり炒め

4. 牛肉と信州産きのこの黒胡椒炒め

4. 牛フィレ肉と信州産きのこの黒胡椒炒め

4. 大海老2種味比べ

5. 世界一？長い春巻き

5. 世界一？長い春巻き

5. 和牛と信州産きのこの黒胡椒炒め

6. 鶏肉と野菜の醤油煮込み

6. 北京ダック

6. 海老のすり身衣の蟹爪フリット

7. 大海老のチリソース

7. 鶏肉と野菜の醤油煮込み

7. 北京ダック

8. ハタの黒甘酢あんかけ

8. 大海老のチリソース

8. 鶏肉と野菜の醤油煮込み

9. 高菜炒飯

9. 白身魚の黒酢あんかけ

9. 白身魚の黒酢あんかけ

10. やわらか杏仁豆腐

10. 具沢山炒飯

10. 具沢山炒飯

11. 胡麻団子

11. やわらか杏仁豆腐

11. やわらか杏仁豆腐

12. 胡麻団子

12. 胡麻団子

【店舗情報】
中國飯店 花壇
〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-3-12
アーバンリゾート代官山３Ｆ
（１FはAUTOBACS）

鎗ヶ崎交差点

旧山手通り
11：30〜14：30
（L.O.14:00）
17：30〜22：00
（L.O.21:00）

■交通のご案内
東横線 代官山駅 徒歩４分
東横線・日比谷線 中目黒駅 徒歩５分
ＪＲ恵比寿駅西口 徒歩９分
■立体パーキング
ハイルーフ車ご利用可能
全高1,985ｍｍ以下 ／全幅1,900ｍｍ以下
全長5,050mm以下

東
横
線
セブンイレブン

東急ストア

□

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

■営業時間
ランチタイム
ディナータイム

至恵比寿

ファミリーマート
□
□

目黒川
□ ニトリ

□

蔦屋書店

ご予約・お問い合わせ

03-3719-9161
中國飯店 花壇

検索

https://www.kadan.tokyo/

