
Tumbler (with coaster)

��. ホットコーヒーポット
　Hot coffee (pot)

��.��.��. アイスドリンクピッチャー
Iced drink (pitcher)

��. ブリュースターセット
　Brewing coffee maker

��. スイーツバスケット
　Basket of sweets

��. リフレッシュメント
　Refreshments (assortment of snacks)

�. ボトルドウォーター（���ml缶）＊アクアボナ
Bottled water (���ml Can) *AQUABONA

ケータリングサービス　カフェメニュー
Catering Services 　Café Menu

六本木アカデミーヒルズ
Roppongi Academyhills

品名 Item 税別価格（円）
Tax not included (yen)

数量制限
Quantity limit

ドリンクメニュー　Drink Menu
1 Mineral water (���ml PET bottle) *Evian / Volvic 

���ml carton　*Orange / Apple / Green tea

Canned soft drinks (���ml) *Coca Cola / Coca Cola zero

Green tea (���ml PET bottle)

Mineral water (���ml PET bottle) *P U WATER

Green tea / Oolong tea  (���ml PET bottle)

Canned beer (Asahi Super Dry, ���ml)

Hot coffee (tray service)

Iced coffee (tray service)

Hot tea (tray service)

Iced tea (tray service)

Green tea (tray service)

Orange juice (tray service)

Iced oolong tea (tray service)

Hot coffee (pot)

Iced coffee (pitcher)

Hot tea (pot)

Iced tea (pitcher)

Iced oolong tea (pitcher)

Orange juice (pitcher)

Mineral water (pitcher)

Pot of hot water (free refills)

Green tea (pot)

Basket of sweets

Stick Cake

Donut

Muffin

Refreshments (assortment of snacks)

Assortment of chocolates

Assortment of cookies

Halls candy

Mentos candy

Ritz bits sandwiches

Potato chips

Frisk candy

Green tea set 
(pot of hot water / � packs of tea leaves / teapot / � Japanese-style cups and saucers)

Pitcher of mineral water (���ml)

Brewing coffee maker

K-Cup pods (three pods)

Bottle of wine (red / white) 

Cup & Saucer

Wine glass

Cup & saucer (Japanese style)

Ice (�kg) *Cubed

（���mlペット）＊エビアン・ボルヴィック ��� なし

2

ブリックパック （���ml）

���

１ケース（��本）単位より
At least � case (�� cans)

3

ソフトドリンク缶 （���ml）＊コカ・コーラ/コカ・コーラゼロ

��� １ケース（��本）単位より
At least � case (�� cartons)4

緑茶 （おーいお茶���mlペット） ��� なし

5

ミネラルウォーター （���mlペット）

���

なし

6

緑茶・ウーロン茶 （���mlペット） ��� なし

7

� 

缶ビール アサヒスーパードライ （���ml） ���� 

配膳ホットコーヒー ��� ��杯まで Up to ���� 

配膳アイスコーヒー ��� ��杯まで Up to ���� 

配膳ホットティー ��� ��杯まで Up to ���� 

配膳アイスティー ��� ��杯まで Up to ���� 

配膳緑茶 ��� ��杯まで Up to ���� 

配膳オレンジジュース ��� ��杯まで Up to ���� 

配膳ウーロン茶 （アイスのみ） ��� ��杯まで Up to ���� 

ホットコーヒーポット �,����� 

アイスコーヒーピッチャー �,����� 

ホットティーポット �,����� 

アイスティーピッチャー �,����� 

アイスウーロン茶ピッチャー �,����� 

オレンジジュースピッチャー �,����� 

ミネラルウォーター ピッチャー �,����� 

お湯ポット(お代わりは無料） �,����� 

緑茶ポット �,����� 

緑茶セット （お湯ポット・茶葉×�pc・急須・湯飲み＆茶たく×�個） �,��� �セットまで  Up to ��� 

水差し （ミネラルウォーター���ml入り） ��� �セットまで  Up to �

��セットまで  Up to ��

�� 

ブリュースターセット �,��� �台まで  Up to ��� 

ブリュースター用Kカップドリンクポーション（�個セット）
（ベーシック・イタリアン・モカ・キリマンジャロ・カフェインレス・緑茶・紅茶・ジャスミン茶)

����� 

ボトルワイン（赤・白） �,����� 

カップ＆ソーサー ����� 

タンブラー （コースター付） ���

�� 

湯呑み＆茶たく ����� 

氷（２kg）＊キューブアイス ���

フードメニュー　Food Menu

�� 

スイーツバスケット（スティックケーキ、ドーナッツ、マフィン各�つずつ盛合せ） �,����� 

スティックケーキ（プレーン・チョコ・ラズベリー・チーズ) ����� 

ドーナッツ（プレーン・チョコ・シナモン・キャラメル) ����� 

マフィン（バナナウォルナッツ・チョコマカデミア・クッキー&クリーム・ブルーベリークリームチーズ） ����� 

リフレッシュメント（チョコレート、クッキーなどのお菓子盛合せ） �,����� 

チョコレート盛り （３０個入り） ����� 

クッキー盛り合わせ （チョコ・マカデミアナッツ各�枚ずつ盛合せ） ����� 

ホールズ（オーシャンブルー） ����� 

メントス（ミント・グレープ） ����� 

ビッツサンド （オレオ） ����� 

ポテトチップス （チップスターうす塩） ����� 
�� フリスク （ペパーミント） ���

*We ask you to place orders at least � days prior to the day of 
event.(We may not be able to meet orders placed on the day of 
event.)

＊ ご 注 文 は 、 ご 宴 席 よ り �日 前 ま で に お 願 い 致 し ま す 。
（ 当 日 の ご 注 文 は 、 対 応 で き な い 場 合 が ご ざ い ま す 。 ）

スタッフにご相談下さい
Negotiable

スタッフにご相談下さい
Negotiable

スタッフにご相談下さい
Negotiable

スタッフにご相談下さい
Negotiable

��. タンブラー
Tumbler 

���� 年 �  月現在

�� 
ンワイングラス ���

ミネラルウォーター

缶コーヒー （���～���ml）

＊ピューウォーター

Bottled water (���ml Can) *AQUABONA ���ボトルドウォーター （���ml缶） なし＊アクアボナ

＊オレンジ・アップル・緑茶

Canned coffee (���~���ml) ��� １ケース（��本）単位より
At least � case (��cans)

なし

※写真はイメージ※写真はイメージ


