ご注文方法
■メール・お電話にてご注文下さい。
配達希望日時・配送先住所・電話番号・アイテム名・数量・領収書名＆但書をお伝え下さい。
電話番号：03-6277-0790
メール

：galette.stand@gmail.com

■配送・デリバリーのご予約は 2 日前の 18：00 までとなります。
■10,000 円からオーダー承ります。
■大量注文時（100 食〜）は 8 日以上前にご連絡お願いします。
■具材のカスタム・オリジナルメニューにも対応しております。

配送エリアと送料
■東京 23 区（23 区外は別途ご相談）
■配送料 2,000 円、ご注文金額 20,000 円以上から配送料無料
■エリア外にデリバリーをご希望の場合はお問合せ下さい。
■地域外追加料金有

前日・当日注文の方は
■ご注文は個別対応となります。お電話にてご相談ください。
■UberEats からご注文可能です。
■UberEats の検索で「ガレットスタンド 」と入力して下さい。
■配送エリアは港区麻布台の店舗から約 2.3km です。

ケータリング
■ガレットやビストロのお惣菜、お肉のメインディッシュを華やかに納品致します。
■スタッフの出張サービスもございます。
■東京 23 区（23 区外は別途ご相談）
■お一人さま 1,500 円からのプランをご用意しております。
■内容・お値段はお問合せ下さい。

MENU
Full healthy home made foods
WRAP GALETTE
half+cupsalad

full

full+cupsalad

ベジタリエンヌ ................. .. ... ..

¥580

¥780

¥980

コンプレット. ..............................

¥630

¥880

¥1,080

チキンのカレーソース .............

¥680

¥980

¥1,180

ハニーマスタードチキン . .. ......

¥680

¥980

¥1,180

ケイジャンミートパクチー ......

¥730

¥1,080

¥1,280

ホットケイジャンチキン ..........

¥730

¥1,080

¥1,280

アボカドシーフードタルタル..

¥730

¥1,080

¥1,280

エビアボカド .............................

¥780

¥1,180

¥1,380

ノルマンド .................................

¥780

¥1,180

¥1,380

ステークアシュファル .............

¥880

¥1,280

¥1,480

季節の野菜・緑黄色野菜・キャロットラペ
自家製ビネガードレッシング
自家製ロースハム・卵・チーズ・葉物野菜
マスタードマヨネーズソース
自家製チキン・葉物野菜・緑黄色野菜
自家製キーマカレーソース
自家製チキン・葉物野菜・緑黄色野菜
ハニーマスタードマヨネーズソース

ケイジャンミートソース・トマト・パクチー
葉物野菜・スイートチリソース

自家製ケイジャンチキン・チーズ・葉物野菜
トマトソース・ハラペーニョ・ハバネロソース

アボカド・エビ・カニ・葉物野菜・緑黄色野菜
マヨネーズ・自家製レモンソース
アボカド・エビ・葉物野菜・緑黄色野菜
自家製ジェノバソース

スモークサーモン・葉物野菜・緑黄色野菜
自家製タルタルソース
牛ロース・葉物野菜・キャトットラぺ
自家製マデラソース

Ffull+cupsalad( コンプレット）

カップサラダは下の５種類からお選びください。

full+cupsalad( ハニーマスタードチキン）

full+cupsalad( エビアボカド）

CUP SALAD
キャロットラペ .................................................................... ¥330
人参サラダ

ラタトゥイユ ......................................................................... ¥330
南仏風野菜のトマト煮込み

ポテトゥイユ ........................................................................ ¥380
マッシュポテトとラタトゥイユ

ポテトベール .................................................... . .. . . ... ............ ¥380
マッシュポテトとジェノバソース

ホテニエーズ ....................................................................... ¥380
ポテトサラダ・ケイジャンミートソース・チーズ

DESSERT GALETTE
ショコラバナーヌ .................................... . .......................... ¥580
バナナ・ホイップクリーム・自家製チョコレートソース

コルシカ・シトロン ............................................................ ¥580
自家製レモンのコンフィチュール・ホイップクリーム

ぺシェ ................................................................................... ¥580
桃・ベリー・マスカルポーネホイップクリーム

アナナス ....................................................................... .. . . ..... ¥580
パイナップル・ホイップクリーム

季節のフルーツ .................................................................. ¥680
旬のフルーツを使ったデザートガレット

ショコラバナーヌ

MENU
Full healthy home made foods
PINXOS BOX
ミニパンケーキ アペタイザー２種 8個入り
エビとアボカド・カマンベールとトマト

...........

¥1,480

ミニパンケーキ デザート２種 8個入り ..................... ¥1,680
季節のフルーツ、バナナチョコ

PARTY BOX
パーティーボックス（大）

24カット ..............................

¥7,800

パーティーボックス（小）

12カット+カップサラダ ...........

¥4,800

お好きなガレット４種類をお選びください

お好きなガレット4種類とカップサラダ3種類をお選びください

パーティーセット（大） 18カット+お惣菜+お肉のセット....... ¥ 7,800
お好きなガレット3種類、カップサラダ3種類、自家製ハムの盛り合わせ

パーティーセット（小）

9カット+お惣菜+お肉のセット.......

お好きなガレット3種類、カップサラダ3種類、自家製ハムの盛り合わせ

¥ 4,800

DESSERT BOX
デザートボックス A

18カット 2種 .......................... .. .........

¥1,680

デザートボックス B

18カット2種................................. .. ....

¥1,680

デザートボックス C

18カット2種..................................... . .

¥1,680

チョコバナナ（オリジナルチョコソース・ホワイトチョコレート）
ベリーベリーミックス

季節のフルーツ２種類

DRINK
ジンジャーエール

................................................................

¥280

ダイエットコーク

......................................................... . ... .. ...

¥280

アップルタイザー

................................................................

¥280

カナダドライ ジンジャーエール
ゼロカロリーのコーラ

りんごのスパークリングジュース

サンペレグリノ(リモナータ）
レモンのスパークリングジュース

..........................................

サンペレグリノ(アランチャータ）
オレンジのスパークリングジュース

..................................

サンペレグリノ(アランチャータロッサ）
ブラッドオレンジのスパークリングジュース

サンペレグリノ(キノット）
苦い柑橘系のスパークリングジュース

¥280
¥280

......................

¥280

.......................................... . .. .. ..

¥280
www.galette-stand.com

