
Bonenkaï

DINER REPAS ASSIS
30 à 70 personnes assises, servies à table

BUFFET BRASSERIE BUFFET GOURMAND

BOISSONS
Vin rouge 
Vin blanc

Jus d’orange
Thé Oolong

HORS D’OEUVRES
Carottes râpées à la vinaigrette, Œufs 
mimosa, Assortiment de charcuterie, 

Céleri rémoulade
PLATS 

Pizza, Quiche, Rôti de porc, Rôti de poulet
DESSERTS

Mousse au chocolat, Blanc-manger, 
Gelée à l’orange, Cake aux fruits

BOISSONS
Vin rouge, Vin blanc, Bière, Jus d’orange, 

Ginger Ale, Thé Oolong
HORS D’OEUVRES

Salade de tomates et concombres, 
Salade d’endives au Roquefort, Jambon de pays 

et saucisse, Pâté de campagne, 
Avocat et sauce aux crevettes

PLATS
Gratin dauphinois, Pâtes du jour, 
Riz aux fruits de mer, Coq au vin , 

Choucroute alsacienne, Poulet fermier rôti
DESSERTS

Ananas frais, Délice au chocolat, 
Crème de marron vanillée, Crème aux œufs 

MENU BRASSERIE MENU GOURMAND

BOISSONS
Vin rouge 
Vin blanc

Jus d’orange
Thé Oolong

AMUSE-BOUCHE
1/2 Soupe du jour

ENTRÉE
Pâté de campagne

PLAT
Galantine de poulet

DESSERT
Mousse au chocolat

Café ou thé

BOISSONS
Vin rouge, Vin blanc, Bière, Jus d’orange, 

Ginger Ale, Thé Oolong
AMUSE-BOUCHE

Terrine au foie gras
ENTRÉE

Marinade de St-Jacques et champignons
POISSON

Daurade poêlée, sauce safran
VIANDE

Rôti de porc “Korenai” 
DESSERT

Mont-blanc aux marrons
Café ou thé

DINER BUFFET
De 30 à 70 personnes assises ou de 80 à 120 personnes debout

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATIONS : 03-5206-2741

BOISSONS 2H
5.000¥

BOISSONS 2H
8.000¥

BOISSONS 2H
5.000¥

BOISSONS 2H
8.000¥

Novembre/Décembre 2017- Du mardi au vendredi - De 18h à 22h - Dîner 2H
La Brasserie vous accueille dans le magnifique cadre du jardin de l’Institut français, 

dans une ambiance de brasserie parisienne sobre et sophistiquée à la fois.

アンスティチュ・フランセ東京
東京都新宿区市谷船河原町15

www.institutfrancais.jp/tokyo



 忘年会
ディナー ﾋﾞｭｯﾌｪスタイル
着席30～70名 または立食80～120名

ディナー 着席パーティー
着席30～70名

ビュッフェ・ブラスリー ビュッフェ・グルマン

飲物
白ワイン、赤ワイン 
  オレンジジュース

烏龍茶
前菜

キャロットラペ、卵のミモザ、
シャルキュトリー盛り合わせ、 

セロリのレムラード
メイン

ピザ、キッシュ、 ポークロースト、
若鶏のロースト
デザート

チョコムース、ブランマンジェ、オレンジゼリー、
フルーツケーキ

飲物
白ワイン、赤ワイン、ビール

 オレンジジュース、ジンジャーエール、烏龍茶
前菜

トマトときゅうりのサラダ
アンディーブとブルーチーズのサラダ

ハムとサラミの盛り合わせ
パテ・ド・カンパーニュ、エビとアボカドのマリネ

メイン
ドフィネ風グラタン、本日のパスタ

魚介のリゾット、若鶏の赤ワイン煮込み
シュークルート、鳥の丸焼き

デザート
フルーツサラダ、チョコケーキ、
栗とバニラのクリーム、プディング 

ムニュ・ブラスリー ムニュ・グルマン

飲物
白ワイン、赤ワイン 
  オレンジジュース

烏龍茶
アミューズ
プチスープ
前菜

パテ・ド・カンパーニュ
メイン

若鶏のガランティーヌ
デザート

チョコレートのムース
コーヒー又は紅茶

飲物
白ワイン、赤ワイン、ビール

 オレンジジュース、ジンジャーエール、烏龍茶
アミューズ

フォアグラテリーヌ
前菜

きのことホタテのマリネ
魚料理

鮮魚のポワレ
肉料理

コレナイ豚のロースト
デザート

栗のモンブラン
コーヒー又は紅茶

お問い合わせご予約 : 03-5206-2741

ドリンクセット  2時間
¥5.000

ドリンクセット  2時間
¥8.000

ドリンクセット 2時間
¥5.000

ドリンクセット 2時間
¥8.000

期間 : 2017年11月～12月/ 火曜日～金曜日 / 18時～22時の間 / Dîner 2H
ラ･ブラスリーはアンスティチュ・フランセ東京内の広 と々したテラスや洗練されたパリの雰

囲気など皆様にお楽しみいただける環境をご用意してお待ちしております。

アンスティチュ・フランセ東京
東京都新宿区市谷船河原町15

www.institutfrancais.jp/tokyo


