
練馬区立区民・産業プラザ
ケータリング・仕出しサービス

提携事業者のご案内
区民・産業プラザでは、お弁当からパーティー料理まで対応できる

ケータリング・仕出し事業者と提携しています。

ご利用用途・予算にあわせて豊富なメニューの中からお選びください。

優待サービスも充実しておりますので、ぜひご活用ください。

・各事業者紹介欄の記号の内容は、次のとおりです。

ご予約にあたって

紹介欄の
記号の見方

○○株式会社　※順不同
クローク和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 仕出 食器 設営 他対応その他

9：00～20：00問

10：00～21：00サ

問

サ

問い合わせ対応可能な時間です。

サービスの提供が可能な時間です。

問い合わせ、サービス提供が可能な
時間を記載しています。

提供が可能なジャンルです。

サービス提供が可能な項目を記載しています。

和食 洋食 中華 その他

提供可能な形態です。 ＊立：立食、着：着席ケータリング 立 着 仕出

食器等器具の貸出しが可能です。

クローク

食器

設営

他対応

会場設営の対応が可能です。

クロークの対応が可能です。

その他の対応が可能なサービスの概要です。

・利用したい事業者へ直接お申込みください。

・ お申込みの際、「区民・産業プラザ ケータリング・仕出しサービス提携事業者のご案内」を見た旨

をお伝えください。

・事業者と利用者との直接契約になりますので、必ず見積りをお取りのうえ、ご検討ください。
　※見積りは無料です。

・ 部屋により、ご利用できるサービスが異なります。裏表紙の「ご利用上の注意」をご確認くだ

さい。

平成30年度（2018年度）版
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ケータリングサービス・仕出し・会場設営等対応可能事業者（ホテル）1

株式会社マックスパート
クローク和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 設営その他 実演料理、ムスリム料理、緑日料理

9：00～19：00問

9：00～21：00サ

ホテルカデンツァ光が丘・株式会社ジェイシティー
洋食 ケータリング 立 着 仕出 食器 設営 他対応 コンパニオン、サービススタッフ、お土産、パーティー備品（吊看板、等）その他 デザート

9：00～20：00問

11：00～21：00サ

20名から400名まで対応可能
人数

練馬区内で唯一のシティホテルとして自慢の料理と洗練されたサービスでお客様
をおもてなしいたします。お気軽にお問合せください。

洋食料理を中心に和食、中華をおりまぜたパーティー料理を提供。少人数向けのデリバリーサービスも承っております。
また、用途に合った会場設営、事前の打ち合わせ、進行のお手伝いもいたします。

住　所 〒179-0075  練馬区高松5-8  J.CITY 電　話 03-5372-4434 F A X 03-5372-4482

E-MAIL shojiw＠h-cadenza.jp 休業日 なし担　当 庄司 亘（しょうじ わたる）

練馬区諸団体の総会、懇親

会、周年祝賀会、新年会、

暑気払い、医療関係の講演

会等の実績があります。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

ケータリングサービスにおいて、50名

様以上の料理をご注文のお客様に総額

から3％を割引いたします。またデリバ

リーサービスにおいてパーティー備品

の紙皿や箸等をお付けいたします。

一人当たり
の予算額

50名から3,500名まで対応可能
人数

ホテルでは数少ないケータリング専門会社。会場の設営から撤去まで全
てホテルスタッフが対応。3000社様のイベントを対応しているからこそ、
イベントのニーズに合わせた料理、サービスの提供が可能です。

ホテルケータリングだからこそ、料理の品質、安全は勿論、会場の設営、撤去、パーティー時のサポート運営等もお任せくだ
さい。お客様のニーズに合わせて、お料理からイベント企画までご提案します！

住　所 〒104-0028  中央区八重洲2-4-1 ユニゾ八重洲ビルB1F 電　話 03-6262-1091 F A X 03-6262-1092

E-MAIL c.info＠maxpart.co.jp

3000社様の累計法人様実績。

VIPや官公庁のイベントをサポー

トしております。表彰イベント、周

年、お披露目、忘新年会等、様々

なイベントに企画提案からワンス

トップでサポートしております。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザ利用者様

には、実演料理1品サービ

スいたします。

5,000円から（税別）一人当たり
の予算額

他対応 お弁当

U R L http://www.maxpart.net/

U R L http://www.h-cadenza.jp

休業日 なし担　当 菊池 貴之（きくち たかゆき）

デリバリーサービス 3,240円から（税込）
ケータリングサービス 8,300円から（税込）
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メトロポリタンフーズ株式会社
和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 食器 設営

10：00～18：00問

10：00～21：00サ

ケータリングサービス・仕出し・会場設営等対応可能事業者（ホテル）

20名から400名まで対応可能
人数

当社は東京ステーションホテル、ホテルメトロポリタン、ホテルメッツなど
東日本エリアに29ホテルを運営する日本ホテル㈱の子会社であり、JR東日
本の関連企業としてケータリングを通じて皆様に安心と安全を届けます。

厳選された素材を使用し調理を行い、冷たい料理を冷たく、温かい料理を温かくお召し上がりいただくため、冷温蔵機能付
特殊車両にてお客様に高品質な味とサービスをお届けします。

ステーションコンファレンス東京・

池袋・万世橋、JPタワーホール＆

カンファレンス、コングレ日本橋・

中野、弘済会館、学習院大学、鉄

道博物館、TCフォーラム、丸ビル

ホール＆カンファレンス他。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザ利用者様

にはケータリング商品代金

の5％を割引いたします。

4,500円から10,000円まで（税込）一人当たり
の予算額

休業日 年末年始

住所 〒171-0032  豊島区雑司が谷3-3-4 電話 03-3980-2781 FAX 03-3980-2717

E-MAIL komazaki＠metropolitan.jp 担当 駒 達也（こまざき たつや）URL http://www.foods.metropolitan.jp/

練馬区公式アニメキャラクター  ねり丸  ○c 練馬区

（平成29年11月ケータリングフェア＆下見会）

その他 ベジタリアン
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株式会社ゴーン

魚伊三株式会社・魚伊三 9：00～19：00問

9：30～21：30サ

和食 洋食 ケータリング 立 着 仕出 食器 設営 他対応 配膳人、コンパニオン手配

和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 設営

10：00～19：00問

9：00～22：00サ

クローク 他対応 コンパニオン、サービススタッフ

20名から1,000名まで対応可能
人数

ケータリング専門会社だからできるコストパフォーマンス。一品一品を手作り
し、お客様に喜んでいただくためだけに、取り組んでおります。ケータリングに
決まった形はございません。まずはご相談ください。

食材にこだわり、調理法にこだわり、シェフにこだわりを持ったケータリング専門会社。年間2500件のご依頼をいただく
弊社に、トータルにておまかせください。

住　所 〒142-0063  品川区荏原4-5-7 宮崎ビル2階 電　話 03-6410-6651 F A X 03-6410-6653

E-MAIL info＠cs-orihara.com 休業日 日曜日担　当 沖野 恵一（おきの けいいち）

首都圏全域にて、官公庁、法人、学校

に対し年間2500件のケータリング

サービスを行っております。また、

イベントの企画、運営も行っており

ます。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザ利用者様

には、ケータリング代金5％

OFF

3,500円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

U R L http://www.gohon.co.jp/

ケータリングサービス・仕出し・会場設営等対応可能事業者（専門店等）2

20名から1,000名まで対応可能
人数

地元で創業77年の実績。お料理仕出し専門店で、冷凍冷蔵車37台で配送。
官公庁から一般企業、個人のお客様まで大小規模に関らず、安全・安心・信頼
ある店としてお料理のご用命をいただいております。

和食を中心として洋食を取り入れたパーティー料理をご提供。会場の設営から片付け、スタッフの派遣などスムーズなパー
ティーの進行をお手伝いいたします。会議時のお食事の折詰弁当もご用命ください。

調理師免許取得者30名で調理。年

間パーティー大小200件以上施行。

高級会席料理、会議用折詰料理な

ど毎日500食以上を製造販売して

おります。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザ・ココネリホ

ールで、パーティーをご利用

の場合、お料理額に対し5％

割引させていただきます。

3,500円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

住所 〒177-0052  練馬区関町東1-28-5 電話 03-3920-1260 FAX 03-3920-1399 E-MAIL order＠uoisa.com

休業日 なし担当 斉藤 進（さいとう すすむ）、斉藤 孝（さいとう たかし）URL http://www.uoisa.com
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ケータリングサービス・仕出し・会場設営等対応可能事業者（専門店等）

株式会社シービーサービス
和食 洋食 中華 ケータリング 立 着その他 出張寿司（実演）、マグロ解体ショー

9：00～19：00問

9：00～22：00サ

50名から1,000名まで対応可能
人数

パーティー、記念行事を専門とする、ケータリング会社です。会場の設営・
片付けも全て弊社が行いますのでご安心ください。ご予算に応じてメ
ニューを決めておりますのでお気軽にご相談ください。

和・洋・中、全ての料理に対応出来る強みを活かし、お客様の要望に柔軟に応えさせていただきます。季節毎にメニューも
変わりますので味の変化もお楽しみください。

住　所 〒131-0043  墨田区立花4-10-6 電　話 03-5631-9530 F A X 03-5631-9383

E-MAIL koka@cb-service.co.jp 休業日 なし担　当 バンケット事業部　江夏（こうか）

年間1200件以上のパーティー施

行し、リピート率は80％を超えて

おります。大手企業から、学校関

連、町会自治体と幅広く対応して

おります。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザで、パー

ティーをご利用の場合、

お料理代から5％を割引き

いたします。

3,500円から10,000円まで（税込）一人当たり
の予算額

U R L https://www.cbs-catering.com/

食器 設営 他対応 配膳人、コンパニオン、鏡開き

株式会社  東京正直屋 9：00～18：00問

9：00～22：00サ

和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 仕出 食器 設営

10名から500名まで対応可能
人数

大正13年創業以来、正直屋の基本姿勢は「美味しさ」へのこだわりです。
和・洋・中華、すべての食のジャンルにおいて、一流の料理人が本格的な味を追求
しています。食の粋を極めた「正直屋の味」をご堪能ください。

パーティー、イベント、記念行事等、お客様のご要望・ご予算に合わせ、会場の演出からお料理まできめこまやかなサービスを
お届けします。（会席、折詰弁当は、1,000円（税別）から承ります。）

住　所 〒177-0033  練馬区高野台2-24-27 電　話 0120-56-1171 F A X 03-3996-1151

E-MAIL info＠shojikiya.co.jp 休業日 なし（年中無休）担　当 沖山（おきやま）

企業・官公庁などの受託レストラン・

給食事業及びケータリング事業を

展開しています。

正直屋のキッチンは国際規格ISO9001

・14001の認証を取得しております。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

折詰弁当10個以上のご注文

よりペットボトルのお茶を1人

1本お付けします。

3,000円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

U R L http://www.shojikiya.co.jp/
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株式会社  ながとも 9：00～17：00問

9：00～21：00サ

和食 洋食 中華 設営 他対応 宴会時のドリンクサービス食器仕出

ケータリングサービス・仕出し・会場設営等対応可能事業者（専門店等）

ご宴会やパーティーの人数・ご予算に応じてお料理の内容をご提案させていただき、幹事様のメニュー決めの煩わしさを解消
いたします。また、会議用弁当をリーズナブルなものから、懐石弁当まで各種ご提供可能です。

住　所 〒179-0075  練馬区高松6-13-22 電　話 03-5393-8501 F A X 03-5393-8502

E-MAIL takeuchi＠nagatomofoods.co.jp 休業日 なし担　当 竹内 晋二（たけうち しんじ）

ケータリング 立 着

10名から400名まで対応可能
人数

当社は、創業38年を迎え官公庁を主体とし民間会社数十社へ仕出し弁
当・各種ケータリング料理をお届けいたしております。ご宴会は、設営・
サービス・撤収を基本としてお客様より大変喜んでいただいております。

1．官公庁食堂運営18ヶ所

2．民間企業食堂運営2ヶ所

3． 官公庁・民間企業への仕出し

弁当およびケータリングサー

ビス

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザ利用者様

にはケータリング商品代金

の5％を割引いたします。

500円から10,000円まで（税別）
ご宴会の場合、2,500円から承ります。

一人当たり
の予算額

U R L http://nagatomo.tokyo.jp/

レストランまき 10：00～18：00問

9：00～22：00サ

和食 洋食 中華 設営仕出ケータリング 立 着

30名から300名まで対応可能
人数

創業36年を迎え長らく培った御信頼と実績を礎に、今後の更なるお客様のご
満足のため本格的な手作りのお料理と、素敵なパーティーの演出を心がけており
ます。お手頃な価格でまごころ込めてお届けいたします。

30名の小規模パーティーから100名、200名以上の大規模パーティーまで対応可。バイキング形式、オードブル形式、お弁当
形式等あらゆるニーズに対応可。設営から撤去まで必要機材を持参して全て準備いたします。

学校周年行事、町会、商店街

東京土建各支部様

各官公庁、会社、団体様

年間300件以上ケータリング

受注

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザ御利用のお客様で当店

を御利用いただいた皆様に5％のお値引

きをいたします。また、お飲物お持込み

でも追加料金は一切発生いたしません。

1,000円から5,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

住所 〒173-0014 板橋区大山東町51-1 板橋区立文化会館地下一階 電話 0120-44-7007 FAX 03-3962-7005

E-MAIL party.maki＠onyx.ocn.ne.jp 休業日 年末年始（12/26～1/4まで）・夏季休業あり担当 鎌田（かまた）URL http://www.restaurant-maki.com
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ケータリングサービス・仕出し・会場設営等対応可能事業者（専門店等）

株式会社  山城屋
和食 洋食 ケータリング 立 着中華 その他 サンドイッチ、オードブル クローク仕出 設営 他対応 配膳食器

懐石風の華やかなものから若い方に人気のリーズナブルなものまでバラエティー豊かなお弁当をご用意しています。まごころ
込めた山城屋のお弁当、ぜひご賞味ください。パーティーも承ります。

住　所 〒176-0084  練馬区氷川台4-36-12 電　話 03-3931-1511 F A X 03-3931-1166

10名から1,000名まで対応可能
人数

山城屋は、お弁当を通じて皆様の健やかで幸せな生活づくりに貢献しておりま
す。家庭のぬくもりを感じられるような心和むお弁当を提供するため、全従業
員一丸となり、たゆまぬ努力をしております。

昭和46年創業。日産平均5,000～

6,000食を製造・配達しております。団

体様パーティー300名、自衛隊観閲式

6,000食、AKB48イベント10,000

食などの提供実績があります。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

区民・産業プラザご利用の

方は10％割引にて提供さ

せていただきます。

弁当500円から1,500円まで（税別）
パーティー3,000円から5,000円まで（税別）

一人当たり
の予算額

※写真はイメージです。

E-MAIL tateyama＠yamashiroya-inc.co.jp 休業日 土・日・祝祭日担　当 館山 豊（たてやま ゆたか）

練馬区公式アニメキャラクター  ねり丸  ○c 練馬区

9：00～18：00（月～金）問

24時間サ



仕出し対応可能事業者3

ゑびすや
和食 洋食 中華

9：00～19：30問

7：00～22：00サ

仕出

日本料理  味三昧
和食

10：00～22：00問

11：00～18：00サ

ケータリング 立 着その他 お寿司・天ぷら盛合せ等 仕出

2名から100名まで対応可能
人数

本当の旬の時に旬の食材を使って揚物・焼物・焚合せ・お椀・煮物等々を彩鮮やか
に演出いたします。産地直送の鮮魚を使った魚貝類のお刺身はどれも極上の逸品
です。
本物志向の方のための旬のお料理です。

お刺身盛合せ（ぼたん海老・かに・鮑・活帆立貝・ほっき貝・みる貝・本鮪・ふぐ等々）2名様～40名様までのご宴会も承ります。
『和食の名店』の称号を唯一いただきました。（東京商工会議所練馬支部認定）

住所 〒176-0023 練馬区中村北4-12-13 電話 03-3577-7022 FAX 03-6760-3188

E-MAIL ajizanmai＠coast.ocn.ne.jp 休業日 月曜日（祝日の場合は営業し、翌日休）担当 古谷 陽一（ふるや よういち）

練馬産業連合会、東京信用金庫中村橋

支店、富士見中学校・高等学校、三井

住友銀行等々や近隣のお客様への

ご法事・慶事・お誕生祝い等、様々な

ニーズに対応いたしました。

主な
実績

★ 優待・サービス ★

10名様以上のご利用で、ご利用

料金の8％を割引させていた

だきます。

1,500円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

例）1,500円

例）5,000円

URL http://www.ajizanmai.jp

5名から300名まで対応可能
人数

プロが勧める旬の食材を活かした美味しいお弁当です。ニーズに応じて
内容と予算でお料理を提供いたします。

幕ノ内弁当からオードブル・お刺身盛合せ・天ぷら盛合せ・煮物・おつまみなど幅広く提供いたします。

休業日 なし

各テレビ局、映画関係のロケ弁

を数多く提供しています。
主な
実績

★ 優待・サービス ★

1000円以上のお弁当をご

注文いただきました利用者

様にお茶（ペットボトル）

1本サービスいたします。

700円から5,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

住所 〒177-0041  練馬区石神井町3-25-8 電話 03-3995-1096 FAX 03-3825-7372

E-MAIL info＠shidashi-bento-ebisuya.com 担当 栗山 正司（くりやま せいじ）URL http://shidashi-bento-ebisuya.com
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仕出し対応可能事業者
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施設名 部屋名 面　積 定　員

練馬産業振興
センター

研修室1 180㎡ 132人

研修室2 107㎡ 75人

研修室3 59㎡ 33人

研修室4 53㎡ 33人

研修室5 52㎡ 33人

産業イベント
コーナー

200㎡ ─

区民交流
ホール

Coconeri
ホール

530㎡

500人（立食）

160人（着席）

300人（講演）

区民協働交流
センター

多目的室1 28㎡ 16人

多目的室2 28㎡ 16人

利用区分時間　

 部屋名

午　前 午　後 夜　間 午前・午後 午後・夜間 全　日

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～17時 13時～22時 9時～22時

研修室1
全　面 4,800円 6,400円 6,400円 11,200円 12,800円 17,600円

1/2面 2,400円 3,200円 3,200円 5,600円 6,400円 8,800円

研修室2

全　面 2,700円 3,600円 3,600円 6,300円 7,200円 9,900円

1/2面（東） 900円 1,200円 1,200円 2,100円 2,400円 3,300円

1/2面（西） 1,800円 2,400円 2,400円 4,200円 4,800円 6,600円

研修室3～5 各1,500円 各2,000円 各2,000円 各3,500円 各4,000円 各5,500円

産業イベントコーナー
　　　区内産業振興目的での利用　　　平日11,700円　　土日祝14,000円

　　　その他の目的での利用　　　　　平日23,400円　　土日祝28,000円

Ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
ｎ
ｅ
ｒ
ｉ
ホ
ー
ル

平　

日

全　面 25,200円 42,000円 50,400円 67,200円 92,400円 117,600円

1/3面 8,400円 14,000円 16,800円 22,400円 30,800円 39,200円

2/3面 16,800円 28,000円 33,600円 44,800円 61,600円 78,400円

土
日
祝

全　面 30,000円 50,400円 60,300円 80,400円 110,700円 140,700円

1/3面 10,000円 16,800円 20,100円 26,800円 36,900円 46,900円

2/3面 20,000円 33,600円 40,200円 53,600円 73,800円 93,800円

多目的室1・2 各600円 各800円 各800円 各1,400円 各1,600円 各2,200円

●利用料金

●面積・定員

●開館時間

9時～22時

●休館日

年末年始（12月29日～1月3日） ※館内清掃等のため、臨時休館をすることがあります。

※研修室1は、66人ずつの部屋に分割が可能です。
※研修室2は、48人と27人の部屋に分割が可能です。

■練馬産業振興センター
①研修室（1～5）
　研修会、各種講座、講習会、会議等に利用することができます。
　 研修室1と2は、それぞれ間仕切りにより、分割して利用すること
ができます。

②産業イベントコーナー
　 商品・生産品等の展示会、即売会、各種イベント等に利用する
ことができます。

　 調理室や給排水設備を備えていますので、飲食物の取扱いも
可能です。（保健所への届出が必要な場合があります。）

■区民交流ホール
③Coconeri（ココネリ）ホール
　各種パーティー、講演会、記念行事等に利用することができます。
　 間仕切りにより、分割して利用することができます。（3分割まで
可能）

■区民協働交流センター
④多目的室（1・2）
　地域活動団体の会議等に利用することができます。
　 2室の間仕切りを収納することで、一体的に利用することもでき
ます。

区民・産業プラザのご案内 （利用には、事前に利用者登録が必要です。）
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施設利用のお問い合わせ

練馬区産業振興公社  区民・産業施設係　03-3992-5335

●研修室1 ●産業イベントコーナー2

●Coconeriホール3 ●多目的室4

11



■区民・産業プラザのケータリング・仕出しサービスの利用範囲は、以下のとおりです。

　※パーティー・宴会等のサービスのご利用ができる貸室は、Coconeriホールのみとなります。

　※ 仕出し弁当のサービスは、すべての貸室でご利用ができます。（研修室・多目的室は、宴会が主

　　たる目的となる利用はできません。）

■提携事業者は、利用施設の鍵の受取・返却の代行が可能です。

　代行を希望される場合は、提携事業者にお早めにご相談ください。

　※提携事業者により対応が出来ない場合もあります。

■ご利用時に発生したゴミ等は、原則すべて利用者にお持ち帰りいただきます。

　 お持ち帰りが難しい場合は、提携事業者にゴミの持ち帰りを含めたご契約をお願いします。

　※提携事業者がゴミの持ち帰りをする時間を含めて、貸室をご予約ください。

練馬区産業振興公社  区民・産業施設係　　

ご利用上の注意

平成30年度（2018年度）版

部屋名 ケータリング 仕出し弁当

Coconeriホール
○

○
産業イベントコーナー

研修室1～5
×

多目的室1・2




