
Catering   Party

Delivery  Service

Party  ProduceWe�ing

Catered  Buffet  style  party
ビュッフェパーティー
・オードブル
　（旬魚のエスカベッシュ、テリーヌ、スモークシーフード）

・にぎり寿司二種と、細巻き二種
・お造り三種盛合せ
・ミックスサンドウィッチ
・ソース焼きそば
・おいも豚の串カツと、若鶏の唐揚げ
・白身魚と海老の和風野菜あんかけ
・デアブルチキン
・一口そば
・季節のフルーツ盛合せ

4,000円
Catered  Buffet  style  party
ビュッフェパーティー
・オードブル
　（鮮魚のマリネ、小海老のカクテル、コールドビーフとフレッシュチーズ）

・本日入荷のにぎり寿司三種盛合せ
・平目姿造り盛合せ
・サンドウィッチ モザイク仕立て
・季節のパスタ
・高砂産穴子の鳴門揚げと、
　　　　　　　　　季節野菜の天婦羅
・旬魚と海老のオーブン焼
・牛フィレ肉のソテー 温野菜添え
・茶そばの山掛け
・季節のフルーツとデザートの盛合せ

6,000円
Wedding  course  -French-

フレンチコース
・祝 肴（生ハムメロン、 黒豆のキッシュ、 鴨のロースト）

・ベビーロブスターとフレッシュサーモンのタルタル
　　　　　　　　　キャビア添え  クールスタイル

・コンソメスープ  フォアグラのフラン仕立て

・活鯛と天使海老のポワレ
 　　　 白葡萄酒のクリームソース  西京味噌風味

・和牛フィレ肉のステーキ  ポルト酒ソース
　　　　　　　　 トリュフ風味  季節の野菜添え

・ウエディングケーキ

・コーヒー

10,000円
・和食八寸盛合せ
・お造り
・活オマール海老のロースト  サフランソース
・お口直しのシャーベット
・厳選和牛フィレ肉のソテー  収穫野菜と共に
・大阪寿司
・お吸い物
・マスクメロン
・ウエディングケーキ
・コーヒー
・赤 飯

Wedding  course  -Compromise-

和洋折衷コース 13,000円

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは一例で、
内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税・サービス料・出張諸経費を頂戴いたします。

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは一例で、
内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税・サービス料・出張諸経費を頂戴いたします。

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは
一例で、内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税を頂戴いたします。

2,500円◆和洋折衷弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り二種盛り
・牛ロースステーキ
・季節野菜の焚合せ
・ご 飯　・旬の汁物

1,500円◆幕の内弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り
・天婦羅盛合せ
・ご  飯
・香の物
・旬の汁物

3,000円
◆季節の会席弁当 ・季節の口取り 

・旬魚の造り三種盛合せ
・季節野菜の焚合せ
・天婦羅盛合せ
・ご　飯 　・香の物
・旬の汁物  ・デザート

〈寿し・オードブル〉 〈お飲物〉

・コーヒー〈１杯〉

・コーヒー ポット〈30杯分〉

・コーヒー ポット〈60杯分〉

・お茶／水（500mlペットボトル）

360円

9,000円

15,000円

各200円

〈松〉8,000円
〈竹〉6,000円
〈梅〉4,000円

◆寿し盛合せ

5,000円～
◆オードブル盛合せ

700円
◆サンドウィッチ

＜ご参考見積例＞

　　項　目 単価 数量 金　額

パーティー料理 4,000 40 160,000
そ　ば 500 40 20,000
にぎり寿司 1,000 40 40,000
お飲物 1,200 40 48,000

サービス料（10%）   26,800

元卓装花 15,000 1 15,000
出張運搬諸経費 40,000 1 40,000

消費税     17,490

お見積総額     367,290

５０名様の竣工披露などゲストを招待する
『お祝いごと』の立食パーティー

※会場の広さ、宴会内容により金額が異なる場合が
　ございますのでご了承ください。
※出張諸経費にはサービススタッフ、備品（食器含む）、
　運搬料・交通費・その他諸経費を含んでおります。
※お料理内容は季節によって変わります。

　　項　目 単価 数量 金　額

パーティー料理 6,000 30 180,000

サービス料（10%）   18,000

元卓装花 10,000 1 10,000
出張運搬諸経費 30,000 1 30,000

消費税     11,900

お見積総額     249,900

３０名様の忘年会・歓送迎会など職場内の
『懇親会』や『ホームパーティー』

　　項　目 単価 数量 金　額

会席弁当 3,000 20 60,000

サービス料（10%）   6,000

消費税     3,300

お見積総額     69,300

２０名様の『ご会食』

本格的なパーティーからイベントまで、
ご予算・ご要望に応じプランナーが
最高の企画･提案させて頂きます。

＜パーティーのご相談から実施まで＞

まずはお気軽にお電話ください。
（インターネットでも受け付けております）

1

お見積書を提出いたします。
3

パーティーのご相談を承ります。
2

ケータリングサービス実施
（完璧な実施･運営を行います）

6

内容を存分にご検討ください。
4

総合的な打合せをさせて頂きます。
5

◆運営や進行に必要なものは、すべてお引き受けいたします。パーティーを盛り上げる屋台・野点など
　雰囲気づくりに欠かせない設営物まですべてご用意できます。金額はご相談ください。

◆オーダーメイド・ホームパーティーのご用命も承ります。

＜オプションサービス＞

◇ 屋 台
◇ 氷細工
◇ 撮影
◇ コンパニオン

◇ 余興・演奏・司会
◇ 招待状・腕章
◇ 記念品・お土産

◇ 音 響
◇ 式次第
◇ 装 花
◇ 看板・サイン

Catering Party

Delivery Service

Total Party ProduceUoman Catering Service

［和 食］
旬和席 うおまん　西梅田本店
旬和席 うおまん　イーマ梅田店
旬和席 うおまん　淀屋橋odona店
旬和席 うおまん　なんばパークス店
旬和席 うおまん　三ノ宮店
酒　房 うおまん　ヨドバシウメダ店
酒　房 うおまん　堂地下店
酒　房 うおまん　本町淡路町店
新会席 うおまん　阪急グランドビル店
割　烹 うおまん　中之島店
寿　し うおまん　天満橋店
宮崎牛  天の幸山の幸  淀屋橋店

［洋 食］
中之島倶楽部
中之島グリル
洋食倶楽部 EN
ローズダイニング  なんば髙島屋店
大阪テロワール倶楽部  なんば髙島屋店
白鹿クラシックス
AQUA

［バイキング］
ワールドワールドバッフェ ヒルトンウエスト店
ワールドワールドバッフェ ホテル京阪
　　　　　　　　　　 ユニバーサル・シティ店

［イタリア料理］
アンシャンテ  ハービス梅田店
アンシャンテ  OCAT難波店
アンシャンテ  天満橋店

［スペイン料理・カフェ］
ラ・カスエラ   三ノ宮店
ブーニャ ブーニャ

［ベトナム料理］
チャオ サイゴン 大阪肥後橋店
チャオ サイゴン 三ノ宮店
　　　　　　　　　　　 etc

多種多業態を展開するうおまんグループが
フレキシブルにパーティーをプロデュースいたします。

We�ing

2,000円◆洋風弁当
・季節の口取り
・ハンバーグ
・フライ盛合せ
・季節野菜の焚合せ
・ご  飯
・旬の汁物

2,000円◆松花堂弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り二種盛り
・季節野菜の焚合せ
・天婦羅盛合せ
・ご  飯
・旬の汁物
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・和牛フィレ肉のステーキ  ポルト酒ソース
　　　　　　　　 トリュフ風味  季節の野菜添え

・ウエディングケーキ

・コーヒー

10,000円
・和食八寸盛合せ
・お造り
・活オマール海老のロースト  サフランソース
・お口直しのシャーベット
・厳選和牛フィレ肉のソテー  収穫野菜と共に
・大阪寿司
・お吸い物
・マスクメロン
・ウエディングケーキ
・コーヒー
・赤 飯

Wedding  course  -Compromise-

和洋折衷コース 13,000円

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは一例で、
内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税・サービス料・出張諸経費を頂戴いたします。

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは一例で、
内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税・サービス料・出張諸経費を頂戴いたします。

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは
一例で、内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税を頂戴いたします。

2,500円◆和洋折衷弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り二種盛り
・牛ロースステーキ
・季節野菜の焚合せ
・ご 飯　・旬の汁物

1,500円◆幕の内弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り
・天婦羅盛合せ
・ご  飯
・香の物
・旬の汁物

3,000円
◆季節の会席弁当 ・季節の口取り 

・旬魚の造り三種盛合せ
・季節野菜の焚合せ
・天婦羅盛合せ
・ご　飯 　・香の物
・旬の汁物  ・デザート

〈寿し・オードブル〉 〈お飲物〉

・コーヒー〈１杯〉

・コーヒー ポット〈30杯分〉

・コーヒー ポット〈60杯分〉

・お茶／水（500mlペットボトル）

360円

9,000円

15,000円

各200円

〈松〉8,000円
〈竹〉6,000円
〈梅〉4,000円

◆寿し盛合せ

5,000円～
◆オードブル盛合せ

700円
◆サンドウィッチ

＜ご参考見積例＞

　　項　目 単価 数量 金　額

パーティー料理 4,000 40 160,000
そ　ば 500 40 20,000
にぎり寿司 1,000 40 40,000
お飲物 1,200 40 48,000

サービス料（10%）   26,800

元卓装花 15,000 1 15,000
出張運搬諸経費 40,000 1 40,000

消費税     17,490

お見積総額     367,290

５０名様の竣工披露などゲストを招待する
『お祝いごと』の立食パーティー

※会場の広さ、宴会内容により金額が異なる場合が
　ございますのでご了承ください。
※出張諸経費にはサービススタッフ、備品（食器含む）、
　運搬料・交通費・その他諸経費を含んでおります。
※お料理内容は季節によって変わります。

　　項　目 単価 数量 金　額

パーティー料理 6,000 30 180,000

サービス料（10%）   18,000

元卓装花 10,000 1 10,000
出張運搬諸経費 30,000 1 30,000

消費税     11,900

お見積総額     249,900

３０名様の忘年会・歓送迎会など職場内の
『懇親会』や『ホームパーティー』

　　項　目 単価 数量 金　額

会席弁当 3,000 20 60,000

サービス料（10%）   6,000

消費税     3,300

お見積総額     69,300

２０名様の『ご会食』

本格的なパーティーからイベントまで、
ご予算・ご要望に応じプランナーが
最高の企画･提案させて頂きます。

＜パーティーのご相談から実施まで＞

まずはお気軽にお電話ください。
（インターネットでも受け付けております）

1

お見積書を提出いたします。
3

パーティーのご相談を承ります。
2

ケータリングサービス実施
（完璧な実施･運営を行います）

6

内容を存分にご検討ください。
4

総合的な打合せをさせて頂きます。
5

◆運営や進行に必要なものは、すべてお引き受けいたします。パーティーを盛り上げる屋台・野点など
　雰囲気づくりに欠かせない設営物まですべてご用意できます。金額はご相談ください。

◆オーダーメイド・ホームパーティーのご用命も承ります。

＜オプションサービス＞

◇ 屋 台
◇ 氷細工
◇ 撮影
◇ コンパニオン

◇ 余興・演奏・司会
◇ 招待状・腕章
◇ 記念品・お土産

◇ 音 響
◇ 式次第
◇ 装 花
◇ 看板・サイン

Catering Party

Delivery Service

Total Party ProduceUoman Catering Service

［和 食］
旬和席 うおまん　西梅田本店
旬和席 うおまん　イーマ梅田店
旬和席 うおまん　淀屋橋odona店
旬和席 うおまん　なんばパークス店
旬和席 うおまん　三ノ宮店
酒　房 うおまん　ヨドバシウメダ店
酒　房 うおまん　堂地下店
酒　房 うおまん　本町淡路町店
新会席 うおまん　阪急グランドビル店
割　烹 うおまん　中之島店
寿　し うおまん　天満橋店
宮崎牛  天の幸山の幸  淀屋橋店

［洋 食］
中之島倶楽部
中之島グリル
洋食倶楽部 EN
ローズダイニング  なんば髙島屋店
大阪テロワール倶楽部  なんば髙島屋店
白鹿クラシックス
AQUA

［バイキング］
ワールドワールドバッフェ ヒルトンウエスト店
ワールドワールドバッフェ ホテル京阪
　　　　　　　　　　 ユニバーサル・シティ店

［イタリア料理］
アンシャンテ  ハービス梅田店
アンシャンテ  OCAT難波店
アンシャンテ  天満橋店

［スペイン料理・カフェ］
ラ・カスエラ   三ノ宮店
ブーニャ ブーニャ

［ベトナム料理］
チャオ サイゴン 大阪肥後橋店
チャオ サイゴン 三ノ宮店
　　　　　　　　　　　 etc

多種多業態を展開するうおまんグループが
フレキシブルにパーティーをプロデュースいたします。

We�ing

2,000円◆洋風弁当
・季節の口取り
・ハンバーグ
・フライ盛合せ
・季節野菜の焚合せ
・ご  飯
・旬の汁物

2,000円◆松花堂弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り二種盛り
・季節野菜の焚合せ
・天婦羅盛合せ
・ご  飯
・旬の汁物
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Uoman Catering Service



Catering   Party

Delivery  Service

Party  ProduceWe�ing

Catered  Buffet  style  party
ビュッフェパーティー
・オードブル
　（旬魚のエスカベッシュ、テリーヌ、スモークシーフード）

・にぎり寿司二種と、細巻き二種
・お造り三種盛合せ
・ミックスサンドウィッチ
・ソース焼きそば
・おいも豚の串カツと、若鶏の唐揚げ
・白身魚と海老の和風野菜あんかけ
・デアブルチキン
・一口そば
・季節のフルーツ盛合せ

4,000円
Catered  Buffet  style  party
ビュッフェパーティー
・オードブル
　（鮮魚のマリネ、小海老のカクテル、コールドビーフとフレッシュチーズ）

・本日入荷のにぎり寿司三種盛合せ
・平目姿造り盛合せ
・サンドウィッチ モザイク仕立て
・季節のパスタ
・高砂産穴子の鳴門揚げと、
　　　　　　　　　季節野菜の天婦羅
・旬魚と海老のオーブン焼
・牛フィレ肉のソテー 温野菜添え
・茶そばの山掛け
・季節のフルーツとデザートの盛合せ

6,000円
Wedding  course  -French-

フレンチコース
・祝 肴（生ハムメロン、 黒豆のキッシュ、 鴨のロースト）

・ベビーロブスターとフレッシュサーモンのタルタル
　　　　　　　　　キャビア添え  クールスタイル

・コンソメスープ  フォアグラのフラン仕立て

・活鯛と天使海老のポワレ
 　　　 白葡萄酒のクリームソース  西京味噌風味

・和牛フィレ肉のステーキ  ポルト酒ソース
　　　　　　　　 トリュフ風味  季節の野菜添え

・ウエディングケーキ

・コーヒー

10,000円
・和食八寸盛合せ
・お造り
・活オマール海老のロースト  サフランソース
・お口直しのシャーベット
・厳選和牛フィレ肉のソテー  収穫野菜と共に
・大阪寿司
・お吸い物
・マスクメロン
・ウエディングケーキ
・コーヒー
・赤 飯

Wedding  course  -Compromise-

和洋折衷コース 13,000円

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは一例で、
内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税・サービス料・出張諸経費を頂戴いたします。

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは一例で、
内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税・サービス料・出張諸経費を頂戴いたします。

◆その他、ご予算・ご要望に応じてメニュー提案いたします。 ◆上記メニューは
一例で、内容は季節により変更します。 ◆別途、消費税を頂戴いたします。

2,500円◆和洋折衷弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り二種盛り
・牛ロースステーキ
・季節野菜の焚合せ
・ご 飯　・旬の汁物

1,500円◆幕の内弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り
・天婦羅盛合せ
・ご  飯
・香の物
・旬の汁物

3,000円
◆季節の会席弁当 ・季節の口取り 

・旬魚の造り三種盛合せ
・季節野菜の焚合せ
・天婦羅盛合せ
・ご　飯 　・香の物
・旬の汁物  ・デザート

〈寿し・オードブル〉 〈お飲物〉

・コーヒー〈１杯〉

・コーヒー ポット〈30杯分〉

・コーヒー ポット〈60杯分〉

・お茶／水（500mlペットボトル）

360円

9,000円

15,000円

各200円

〈松〉8,000円
〈竹〉6,000円
〈梅〉4,000円

◆寿し盛合せ

5,000円～
◆オードブル盛合せ

700円
◆サンドウィッチ

＜ご参考見積例＞

　　項　目 単価 数量 金　額

パーティー料理 4,000 40 160,000
そ　ば 500 40 20,000
にぎり寿司 1,000 40 40,000
お飲物 1,200 40 48,000

サービス料（10%）   26,800

元卓装花 15,000 1 15,000
出張運搬諸経費 40,000 1 40,000

消費税     17,490

お見積総額     367,290

５０名様の竣工披露などゲストを招待する
『お祝いごと』の立食パーティー

※会場の広さ、宴会内容により金額が異なる場合が
　ございますのでご了承ください。
※出張諸経費にはサービススタッフ、備品（食器含む）、
　運搬料・交通費・その他諸経費を含んでおります。
※お料理内容は季節によって変わります。

　　項　目 単価 数量 金　額

パーティー料理 6,000 30 180,000

サービス料（10%）   18,000

元卓装花 10,000 1 10,000
出張運搬諸経費 30,000 1 30,000

消費税     11,900

お見積総額     249,900

３０名様の忘年会・歓送迎会など職場内の
『懇親会』や『ホームパーティー』

　　項　目 単価 数量 金　額

会席弁当 3,000 20 60,000

サービス料（10%）   6,000

消費税     3,300

お見積総額     69,300

２０名様の『ご会食』

本格的なパーティーからイベントまで、
ご予算・ご要望に応じプランナーが
最高の企画･提案させて頂きます。

＜パーティーのご相談から実施まで＞

まずはお気軽にお電話ください。
（インターネットでも受け付けております）

1

お見積書を提出いたします。
3

パーティーのご相談を承ります。
2

ケータリングサービス実施
（完璧な実施･運営を行います）

6

内容を存分にご検討ください。
4

総合的な打合せをさせて頂きます。
5

◆運営や進行に必要なものは、すべてお引き受けいたします。パーティーを盛り上げる屋台・野点など
　雰囲気づくりに欠かせない設営物まですべてご用意できます。金額はご相談ください。

◆オーダーメイド・ホームパーティーのご用命も承ります。

＜オプションサービス＞

◇ 屋 台
◇ 氷細工
◇ 撮影
◇ コンパニオン

◇ 余興・演奏・司会
◇ 招待状・腕章
◇ 記念品・お土産

◇ 音 響
◇ 式次第
◇ 装 花
◇ 看板・サイン

Catering Party

Delivery Service

Total Party ProduceUoman Catering Service

［和 食］
旬和席 うおまん　西梅田本店
旬和席 うおまん　イーマ梅田店
旬和席 うおまん　淀屋橋odona店
旬和席 うおまん　なんばパークス店
旬和席 うおまん　三ノ宮店
酒　房 うおまん　ヨドバシウメダ店
酒　房 うおまん　堂地下店
酒　房 うおまん　本町淡路町店
新会席 うおまん　阪急グランドビル店
割　烹 うおまん　中之島店
寿　し うおまん　天満橋店
宮崎牛  天の幸山の幸  淀屋橋店

［洋 食］
中之島倶楽部
中之島グリル
洋食倶楽部 EN
ローズダイニング  なんば髙島屋店
大阪テロワール倶楽部  なんば髙島屋店
白鹿クラシックス
AQUA

［バイキング］
ワールドワールドバッフェ ヒルトンウエスト店
ワールドワールドバッフェ ホテル京阪
　　　　　　　　　　 ユニバーサル・シティ店

［イタリア料理］
アンシャンテ  ハービス梅田店
アンシャンテ  OCAT難波店
アンシャンテ  天満橋店

［スペイン料理・カフェ］
ラ・カスエラ   三ノ宮店
ブーニャ ブーニャ

［ベトナム料理］
チャオ サイゴン 大阪肥後橋店
チャオ サイゴン 三ノ宮店
　　　　　　　　　　　 etc

多種多業態を展開するうおまんグループが
フレキシブルにパーティーをプロデュースいたします。

We�ing

2,000円◆洋風弁当
・季節の口取り
・ハンバーグ
・フライ盛合せ
・季節野菜の焚合せ
・ご  飯
・旬の汁物

2,000円◆松花堂弁当
・季節の口取り
・旬魚の造り二種盛り
・季節野菜の焚合せ
・天婦羅盛合せ
・ご  飯
・旬の汁物
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