
練馬区立区民・産業プラザ

提携サービス事業者パンフレット
～ケータリング・仕出し事業者～

ホールでのパーティーや、研修室での会議で、飲食をともなうご利用をご検討されている

皆さまへ、ケータリング・仕出しサービスを提供する事業者のリストです。

区民・産業プラザでご利用いただくと、お得なサービスがありますので、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。

ご利用にあたって

紹介欄の
記号の見方

○○株式会社　※事業種別50音順に掲載しています。
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・産業プラザ提携サービス事業者パンフレット」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。
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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）

株式会社ジェイシティー・ホテルカデンツァ光が丘
クローク

洋食を中心とした和食・中華をおりまぜたパーティー料理を提供。
用途に合った会場設営、ゲストのご案内等スムーズなパーティーの進行をお手伝いいたし
ます。

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、記念品、パーティー用備品その他 デザート

9：00～20：00問

10：00～21：00サ

4,000円から10,000円まで（税込）一人当たり
の予算額

30名から500名まで対応可能
人数

住所 〒179-0075  練馬区高松5-8  J.CITY 電話 03-5372-4434 FAX 03-5372-4482 E-mail kashiwagih＠h-cadenza.jp

★ 優待・サービス ★

URL http://www.h-cadenza.jp 担当 柏木 浩（かしわぎ ひろし） 休業日 なし

50名様以上でケータリングをご利
用のお客様に総額の3％を割引いた
します。

1

株式会社マックスパート　晴海グランドホテルケータリングサービス
クローク

ホテルのサービス、料理を場所を選ばず提供させて頂きます。お客様のニーズも様々ですの
で、最近では、お祭りの料理や会社のカラーに合わせた料理も人気があります。

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

5,000円から（税別）一人当たり
の予算額

50名から3,500名まで対応可能
人数

住所 〒104-0053  中央区晴海3-8-1 電話 03-3532-6030 FAX 03-3534-1342 E-mail c.info＠maxpart.co.jp

★ 優待・サービス ★

URL http://www.maxpart.net/ 担当 齋藤 純友（さいとう すみと）、石原 一穂（いしはら かずほ） 休業日 なし

区民・産業プラザ利用者様には、実
演料理1品サービス致します。

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。

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

練馬区唯一のシティホテルとして洗練された料理・サービスをはじめパー
ティー用備品、記念品の手配までトータルでサポートいたします。

練馬区内寺院はじめ、年間100件以上のケータリング・
仕出しの提供実績があります。

主な
実績

メトロポリタンフーズ株式会社

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。

和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 食器 設営その他 ベジタリアン

10：00～19：00問

10：00～21：00サ

4,500円から10,000円まで（税込）一人当たり
の予算額

20名から400名まで対応可能
人数

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 sakai＠metropolitan.jp

★ 優待・サービス ★

URL http://www.foods.metropolitan.jp/ 担当 酒井 肇（さかい はじめ） 休業日 年末年始

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。

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26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。

ステーションコンファレンス東京等 JR東日本関連3施設、
丸ビル等 三菱地所系3施設、AP西新宿等 東急系10施設、
JPタワー、弘済会館、学習院大学、立教大学、公営社等
葬祭関連と継続取引中。

主な
実績

イメージです
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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）2

株式会社ゴーン

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下さい。

3,500円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

20名から1,000名まで対応可能
人数

★ 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

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。まずはご相談下さい。

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

魚伊三株式会社

和食を中心として洋食を取り入れた、パーティー料理を提供、会場の設営、かたづけ等、
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。会議用、お食事等の
折詰弁当もご用命下さい。

9：00～19：00問

9：30～21：30サ

3,500円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

20名から500名まで対応可能
人数

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

★ 優待・サービス ★

URL http://www.uoisa.com 担当 斉藤 進（さいとう すすむ）、内野 一信（うちの かずのぶ） 休業日 なし

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
料理のみの額に対し料理代を5％
割引いたします。

和食 洋食

地元で創業75年の実績。御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御用命を頂いております。

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、毎日500食製造販売、他に
会議用折詰弁当1500円より受け賜わり実績があります。

主な
実績

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

和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 設営

住所 〒142-0063  品川区荏原4-5-7 宮崎ビル2階 電話 03-6410-6651 FAX 03-6410-6653 E-mail info＠cs-orihara.com

URL http://www.gohon.co.jp/ 担当 沖野 恵一（おきの けいいち） 休業日 日曜日

株式会社  東京正直屋

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。）

9：00～18：00問

9：00～22：00サ

3,000円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

10名から500名まで対応可能
人数

★ 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。

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。

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

和食 洋食 中華 ケータリング 立 着 仕出 食器 設営

住所 〒177-0033  練馬区高野台2-24-27 電話 0120-56-1171 FAX 03-3996-1151 E-mail jousai＠shojikiya.co.jp

URL http://www.shojikiya.co.jp/ 担当 沖山（おきやま） 休業日 なし（年中無休）

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



株式会社  山城屋

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。

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。

和食 洋食 ケータリング 立 着

9：00～18：00（月～金）
9：00～15：00（土）※日・祝祭日は休み

問 24時間サ

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

10名から1,000名まで対応可能
人数

★ 優待・サービス ★

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。自衛隊パーティー
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。

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。

主な
実績

株式会社  ながとも

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。

9：00～18：00問

9：00～21：00サ

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

10名から400名まで対応可能
人数

★ 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。

当社は、創業36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1ヶ所
3． 官公庁・民間企業への仕出し弁当及びケータリングサー
ビス

主な
実績

和食 洋食 中華 ケータリング 立 設営 他対応 宴会時のドリンクサービス食器仕出

住所 〒179-0075  練馬区高松6-13-22 電話 03-5393-8501 FAX 03-5393-8502

E-mail kobayashi＠nagatomofoods.co.jp 担当 小林 晴生（こばやし はるお） 休業日 なし

中華 その他 サンドイッチ、菓子パン、オードブル クローク仕出 設営 他対応 配膳

住所 〒176-0084  練馬区氷川台4-36-12 電話 03-3931-1511 FAX 03-3931-1166

E-mail k.hayashi＠yamashiroya-inc.co.jp 担当 和田 勝広（わだ かつひろ） 休業日 日・祝祭日　土曜日は15時まで

4

食器

㈱ともえ　寿司だいにんぐ  ともえ

パーティー等のケータリングから、和洋食の仕出し弁当のお届けをいたします。

和食 洋食 ケータリング 立 着 仕出 食器 設営

10：00～21：00問

11：00～21：00サ

1,500円から8,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

10名から300名まで対応可能
人数

住所 〒177-0034  練馬区富士見台4-13-35 電話 03-5971-5711 FAX 03-5971-5713

★ 優待・サービス ★

担当 横山 保雄（よこやま やすお） 休業日 12/31、1/1、2月・8月に3日間休みです。

仕出しご注文の方に粗品をサービ
スさせていただきます。

練馬区で創業して40年、地元密着企業です。
店では60名～80名様前後の宴会も可能です。
安全・安心な料理を提供しています。

官公庁を始め、ココネリ、ご家庭、企業の昼食会、会議食や
パーティー等の提供実績があります。

主な
実績
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仕出し対応可能事業者3

あかねっこ弁当

社会福祉法人あかねの会が運営しています。障がい者の就労支援を行って
おり、現在15名の障がい者が働いております。「障がい者を納税者に！」を
モットーに、知的障がい児・者の自立を目指しています。

栄養士が考えた日替わり御膳（550カロリー・約20品目が摂れる・野菜たっぷり、白米・玄
米が選べる）から懐石御膳まで、バラエティ豊かな手作り
感満載のお弁当を提供いたします。

8：30～17：30問

10：00～17：30サ

一人当たり
の予算額

2名から300名まで対応可能
人数

住所 〒179-0074  練馬区春日町3-13-1 電話 03-5848-6139 FAX 03-5848-6138 E-mail takuhai＠akanenokai.com

★ 優待・サービス ★

ご家庭から企業、官公庁、福祉施設等への昼食・夕食の提供
（宅配）をしており、主に福祉施設の会議・大会・総会等に
手作り感満載のお弁当をお届けいたしました。

URL http://www.akanenokai.com 担当 浅香 隆（あさか たかし） 休業日 土日祝　※土日祝のサービス提供は相談に応じます。

宅配弁当回数券5,500円(11枚入)
を購入いただくと、550円のお弁
当が1食500円になり、1食分がお
得になります。 ※550円以上のお弁
当でも回数券1枚で550円相当分とし
てご利用いただけます。

主な
実績

550円から2,000円まで（税込）

仕出その他 全て手作りの日替わり弁当「和洋食」

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

URL http://www.restaurant-maki.com 担当 鎌田（かまた） 休業日 年末年始（12/26～1/4まで）・夏季休業あり

レストランまき

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。

10：00～18：00問

9：00～22：00サ

一人当たり
の予算額

30名から300名まで対応可能
人数

創業32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。

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

和食 洋食 中華 設営仕出ケータリング 立 着

1,000円から5,000円まで（税別）

★ 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。
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日本料理  味三昧

和食の懐石弁当・オードブル・お刺身盛合せ・天ぷら盛合せ・お寿司盛合せ・焼物盛合せ・
煮物盛合せ・おつまみ盛合せ等
日本料理全般をお届けさせていただきます。

和食

10：00～22：00問

11：00～18：00サ

1,500円から10,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

4名から60名まで対応可能
人数

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

★ 優待・サービス ★

URL http://www.ajizanmai.jp 担当 古谷 陽一（ふるや よういち） 休業日 月曜日・第三火曜日

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。

平成5年3月創業の旬の食材を使った様々なお料理、特にお刺身
の活きの良さには定評があります。
少人数様～40名様までのご宴会も可能です。
『和食の名店』の称号をいただきました。（東京商工会議所練馬
支部認定）

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

ケータリング 立 着その他 お寿司・天ぷら・ふぐ・蟹等々。鰻も定評あります。 食器 設営 他対応 配膳

魚料理  七魚（ななお）

仕出し弁当　2,000円・3,000円・4,000円（各税別）
大 皿 料 理　お刺身盛り合わせ・オードブル・揚げものなど
詳しい内容については七魚のホームページ「練馬区　仕出し」で検索！

和食 仕出

9：00～19：00問

11：00～18：00サ

2,000円から7,000円まで（税別）一人当たり
の予算額

10名から100名まで対応可能
人数

住所 〒177-0041 練馬区石神井町3-3-32 電話 03-3995-8265 FAX 03-3995-8265 E-mail mail＠nanaosakana.com

★ 優待・サービス ★

URL http://www.nanaosakana.com 担当 上原 泰男（うえはら やすお） 休業日 なし

ご利用のお客様にペットボトルのお茶
を1人1本サービスいたします。

七魚は練馬区石神井公園に店を構えて今年で創業20周
年。
築地市場で店主が厳選した旬の魚を使い、心を込めて
料理をお作りしています。

練馬区全域に仕出し料理を配達していま
す。年間数百件以上の仕出し配達の実績
がございます。法人・個人を問わず、多く
のお客様にご利用いただいております。

主な
実績

その他 オードブルなどの大皿料理

例）1,500円

例）5,000円

ゑびすや

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

和食 洋食 中華

9：00～19：00問

8：00～22：00サ

700円から5,000円まで（税込）一人当たり
の予算額

5名から300名まで対応可能
人数

★ 優待・サービス ★

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。

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

1000円以上のお弁当をご注文いた
だきました利用者様に緑茶（ペット
ボトル）1本サービスいたします。

仕出

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

URL http://shidashi-bento-ebisuya.com 担当 栗山 正司（くりやま せいじ） 休業日 なし
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■提携事業者のみ、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。

■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。

■パーティー・宴会等で火気をご利用になる場合は、事前に届け出等が必要になります。

　 手続き等は提携事業者が行いますが、日数が必要となりますので、お早めにご相談ください。

練馬区産業振興公社　　

提携サービスのご利用にあたってお願い



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。

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

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。）

■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。


