


京都市勧業館みやこめっせ内カフェ・レストラン
「GRILL TERRACE ABURU」の店外サービスメニュー

京都の伝統を伝えるABURUの本格料理をお届け致します。

当店ではみやこめっせ館内で実施される様々なイベント・催しに合わせて

店内だけでなく会場までのお食事の手配や、店内でのお食事代を当日決済なしで

済ませるお食事券など、主催者様に嬉しいサービスをご用意しております。

ご予算に合わせたプランの設定やお料理の内容もご相談可能です。

お気軽にご連絡下さい。

食事券サービス ケータリングサービス

お問い合わせ： GRILL TERRACE ABURU 名間（なま）

０７５ー７７１ー３０３３

info_aburu@bakeru.co.jp



大切なお客様に店内で出来立てのお食事をご提供

事前にABURUでご利用可能なお食事券を必要枚数ごお渡し

お客様はお会計時にお食事券をご提示頂ければその場でのお支払いはございません

後日ご利用金額分をご請求させて頂きます。

食事券サービス ケータリングサービス

みやこめっせ館内の各会場にお食事やお飲み物をご提供

※お支払いの方法は当日決済又は後日請求書のどちらかをお選びいただけます。

※原則10名様以上からの承りとなります。

※1週間前までにご注文内容を店舗までご連絡ください。

※みやこめっせ会場内配膳の場合別途サービス料が10％発生いたします。

※ドリンクはテイクアウトカップでの提供となります。

※電子レンジ・湯沸かしポットの貸し出しも実施しております。

主催者様のご予算に合わせた複数プランをご用意

お食事は会場までスタッフがお持ち致します。

出張ドリンクスタンドを会場内に設置し

現地でのコーヒーやお酒のサーブも可能



勧業館みやこめっせ「GRILL TERRACE ABURU」ケータリングメニュー（定番弁当）

お手頃なお値段で満足して頂けるお弁当を揃えました。
ドリンクセット

（自家製コーヒーor紅茶）

＋４００円(税込)

お茶２５０ml付きお茶２５０ml付き

お茶２５０ml付きお茶２５０ml付き

①幕の内弁当 800円(税込)

各種おかずを盛り付けたリーズナブルな幕の内弁当

③ チキン南蛮弁当 800円(税込)

人気のチキン南蛮を一枚丸ごとのせてます。食べ

応え満点のお弁当です

④ 中華弁当 800円(税込)

鶏肉と茄子の甘辛炒めがメインの中華弁当。ヘルシーで食べやすい

お弁当です。

② ハンバーグ＆エビフライ弁当 800円(税込)

大きなエビフライにハンバーグを添えた定番弁当



勧業館みやこめっせ「GRILL TERRACE ABURU」ケータリングメニュー（おばんざい弁当）

ドリンクセット

（自家製コーヒーor紅茶）

＋４００円(税込)

お茶２５０ml 付き お茶２５０ml 付き

お茶２５０ml 付き お茶２５０ml 付き

⑤ 雅御膳洋風幕の内 1,100円（税込）

人気のハンバーグ、鶏の甘辛、肉団子、コロッケが入ってる満足できる洋風の
お弁当です。

⑥ 雅御膳ハンバーグ＆エビフライ 1,100円（税込）
人気のハンバーグとエビフライの洋風幕の内です。
様々なシーンでご利用いただけるお弁当になります。

⑦ 雅弁当さば幕の内 1,150円(税込)
予算を節約したいけど、贅沢にお弁当を選びたい方はこれ!
おばんざいを中心に盛り込んでいます。

⑧ 雅御膳鮭幕の内 1,250円（税込）
出汁が効いた自慢の和惣菜にを詰め込んだお得な和風の幕の内弁当です。
昼食のお弁当に人気の商品です

お手頃なお値段で満足して頂けるお弁当を揃えました。



勧業館みやこめっせ「GRILL TERRACE ABURU」ケータリングメニュー（おもてなし弁当）

様々な食材を巧みに組み合わせた彩の良いお弁当
ドリンクセット

（自家製コーヒーor紅茶）

＋４００円(税込)

お茶２５０ml 付き お茶２５０ml 付き

お茶２５０ml 付き お茶２５０ml 付き

⑨ 彩り御膳嵐山 1,250円（税込）
三色御飯にハンバーグ、コロッケ、揚げ出し豆腐、洋風と和風を組み合わせた
おもてなし弁当。組み合わせを楽しんで頂けます。

⑪ 彩り御膳嵯峨 1,250円（税込）
京都風手作り中華弁当。酢豚と鶏のから揚げが絶品です。

⑫ 彩り御膳清水 1,250円（税込）

自慢の手作り和風お惣菜を色々盛合せたお弁当です。メインの焼鮭の塩加減と
お惣菜の味加減にも、一品ずつこだわりをもってお作りしています。

⑩ 九マス弁当和風 1,250円(税込)
彩りがきれいな和風9升弁当。食べて美味しい見て楽しい。
女性に人気にお弁当です



勧業館みやこめっせ「GRILL TERRACE ABURU」ケータリングメニュー（おもてなし御膳）

様々な食材を巧みに組み合わせた彩の良いお弁当
ドリンクセット

（自家製コーヒーor紅茶）

＋４００円(税込)

お茶２５０ml 付き お茶２５０ml 付き

お茶２５０ml 付き お茶２５０ml 付き

⑬ 八重桜 和風おもてなし御膳 1,700円（税込）

大切なお客様をおもてなししたいときにご利用ください。人気のおかずを詰め
合わせています。

⑭ 八重桜 洋風おもてなし弁当 1,700円(税込)

大切なお客様をおもてなししたいときにご利用ください。出汁が効いたおかず
は喜ばれ事間違いありません。

⑮ 八重桜 和風九升御膳 1,700円（税込）

大切なお客様をおもてなししたいときにご利用ください。いろいろなごはんを
味わえるお弁当です。

⑯ 八重桜 洋風九升御膳 1,700円（税込）

大切なお客様をおもてなししたいときにご利用ください。三種類のごはんと人
気のおかずが盛り込まれたお弁当です。



勧業館みやこめっせ「GRILL TERRACE ABURU」ケータリングメニュー（シーンに合わせたお弁当）

様々な食材を巧みに組み合わせた彩の良いお弁当
ドリンクセット

（自家製コーヒーor紅茶）

＋４００円(税込)

お茶２５０ml 付き

⑯精進弁当 心 -こころ- 900円(税込)
動物性のおかずを極力使わないようにしているお弁当です。
（季節により、食材の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。）

お茶２５０ml 付き

⑮精進弁当 和 -なごみ- 900円（税込）
動物性のおかずを極力使わないようにしているお弁当です。
（季節により、食材の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。）

PET オレンジシュース

+１００円

⑱お子様からあげコロッケ弁当 600円（税込）
小さいお子様でも食べれるように食べやすい食材をいれています。

PET オレンジシュース

+１００円

⑰お子様ハンバーグ弁当 600円（税込）
子供の好きなおかずを入れました。がっつりで男の子におすすめです！



勧業館みやこめっせ「GRILL TERRACE ABURU」ケータリングメニュー（軽食）

懇親会・団体ブッフェサービス 3,000~7,000円(税込)

【立食ブッフェ 30~60名様 @2,200】

スモークサーモンのカルパッチョ・鶏むね肉の中華風 ピリ辛ソース・

ローストポーク グリル野菜のマスタードソース・たまごサンド・にぎり寿司

和風ペペロンチーノ、五目チャーハン

【 個包装ブッフェ 20～名様 @3,300】

1, ホウボウの南蛮漬け 2, スモークサーモンとお野菜の盛り合わせ 3, 蒸し鶏と山くらげの中華ソース

4, 合鴨のスモーク オレンジソース添え赤ワインソース 5, ローストポーク グリル野菜添え

6, ローストビーフ タリアータ風フォンドヴォーソース 7, たまご野菜サンド 8, 本日のデザート

9, 甘鯛の花揚げ バターソース 10, 豚肩ロースのオーブン焼き 彩り野菜添え

【 ドリンクサービス】

ソフトドリンク飲み放題@600~

サワー飲み放題@1,650~

ビールワイン込み飲み放題@2,000~

※貸し切り対応可能です。サービススタッフが必要な場合は別途費用が発生します。

プロジェクター、マイク等の貸し出しも出来ます。

気軽にご相談ください。懇親会、イベントの会場レイアウトからお手伝いさせて頂きます。

シーンに合わせた懇親会・パーティのご提案
時間がないときや長時間の会議の休憩時間にも

小腹を満たすプラスアルファ

サンドウィッチセット ８００円(税込)

❿ ABURU特製ハムサンド

⓫ 野菜サンド

⓬ ミックスサンド

[ 学術会議・シンポジウム向けドリンクサービス ]

・コーヒーサーバー貸し出し 10杯以上から

・冷蔵庫、クーラーボックス、ホットウォーマー手配

・飲食ブース設営、参加者用ドリンクサービス

気軽にご要望ご相談くださいませ。

＋ コーヒー or 紅茶



～ドリンク～

ABURUフルーツティー（HOT・SODA）

コーヒー(HOT・ICE)

紅茶(HOT・ICE)

オレンジジュース

烏龍茶グラッセオムレット

ふわふわ厚焼き生地とひんやり

バニラクリームの絶妙な組み合わせ

ガトーフロマージュ

大人のベイクドチーズケーキまろやか

な深みあるチョコレートムースの本格

派

フルーツケーキ

蜂蜜入りふんわりロール生地に５種類

のフルーツを使用した贅沢なケーキ

ガトーショコラ

まろやかな深みある

チョコレートムースの本格派

プレミアムモンブラン

渋皮マロンモンブランの最高峰

渋皮マロンクリームのコクと風味

A B C

D E

勧業館みやこめっせ「GRILL TERRACE ABURU」ケータリングメニュー（ケーキセット）

＋お好きなドリンク

A B C

D E

１，０００円（税込）

＋お好きなドリンク

９００円（税込）


