
各プランとも
パスタは PIZZA
（お一人１カットサイズ）に

変更できます。

PARTY PLAN 2021

3300 フードプラン
税込（ ）
YEN お料理のみ飲放題不要向けベーシック

4400 フードプラン税込（ ）
YEN

お料理のみ飲放題不要向け

ベーシック

5500 フードプラン税込（ ）
YEN

お料理のみ飲放題不要向け

ベーシック

88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ
　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

季節の採りたて野菜を彩り豊かにどうぞ

メイン　お肉の料理

角切りベーコンとモッツアレラチーズの
　　　　　　　　　　　　　　　　トマトソースパスタ

牛ランプグリル
　　　　しょっつる赤ワインソース

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

生ハムと８種の季節野菜サラダ

小海老のしょっつるアヒージョ　バゲット付

８種のオードブル　盛り合わせプレート

~hors d’oeuvre~

~Shotzru Ajillo~
88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ
　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

~Shotzru Ajillo~
88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ
　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

大粒の牡蠣のしょっつるアヒージョ　バゲット付大粒の牡蠣のしょっつるアヒージョ　バゲット付
(カマンベールチーズのアヒージョに変更できます） (カマンベールチーズのアヒージョに変更できます）

~Shotzru Ajillo~

~Salad~
季節の採りたて野菜を彩り豊かにどうぞ

生ハムと８種の季節野菜サラダ

~Salad~
小海老とモッツァレラチーズの
　　　　　　　　　　　　　シーザーサラダ

真鯛のグリエ　アメリケーヌソースで

~Salad~

~Pasta~

~Main~
メイン　お肉の料理

角切りベーコンとモッツアレラチーズの
　　　　　　　　　　　　　　　　トマトソースパスタ

牛ランプグリル
　　　　しょっつる赤ワインソース

~Pasta~

~Main~

食後のアイスクリーム

~Desert~

ワインに合う生ハムをどうぞ

メイン　お肉の料理

YA-YAのパスタは外せない !!
 一口サイズでどうぞ YA-YAのパスタは外せない !!

 一口サイズでどうぞ

YA-YAのパスタは外せない !!
 一口サイズでどうぞ

YA-YAのパスタは外せない !!
 一口サイズでどうぞ

　渡り蟹のアメリケーヌソース

国産牛赤身肉の
　しょっつる赤ワインソース

生ハムの盛り合わせ

本日の魚介カルパッチョ

~Carpaccio~

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

８種のオードブル　盛り合わせプレート

~hors d’oeuvre~

本日の魚介カルパッチョ

~Carpaccio~

~One time TAPAS~

~Pasta~

生ハムのペペロンチーノ

~Pasta~

~Main~

食後のアイスクリーム

~Desert~

メイン　お肉の料理

由利牛のローストビーフ
　しょっつる赤ワインソース

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

８種のオードブル　盛り合わせプレート

~hors d’oeuvre~

本日の魚介カルパッチョ

~Carpaccio~

88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ
　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

小海老のしょっつるアヒージョ　バゲット付

~Shotzru Ajillo~

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

８種のオードブル　盛り合わせプレート

~hors d’oeuvre~

本日の魚介カルパッチョ

~Carpaccio~

~Main~

メイン　お魚の料理
~Main FISH~

5500
2H FREE DRINK

税込（ ）
YEN 付

パーティープラン3300 フードプランYEN
お料理のみお飲み物個別

ベーシック

4400 フードプランYEN
ベーシック

5500 フードプランYEN
ベーシック

88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ
　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ
　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

白ワインのススムおまかせ魚介を
カルパッチョ仕立てでどうぞ

季節の採りたて野菜を彩り豊かにどうぞ

メイン　お肉の料理は、〆のワインにもよく合う
ランプグリル、自家製しょっつる赤ワインソースが絶品

角切りベーコンとモッツアレラチーズの
　　　　　　　　トマトソースパスタ

牛ランプグリル
　　　　しょっつる赤ワインソース

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

生ハムと８種の季節野菜サラダ

小海老のしょっつるアヒージョ　バゲット付

８種のオードブル　盛り合わせプレート
~hors dʼoeuvre~

~Shotzru Ajillo~
88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ

　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

小海老のしょっつるアヒージョ　バゲット付
~Shotzru Ajillo~~Shotzru Ajillo~

大粒の牡蠣のしょっつるアヒージョ　バゲット付
(カマンベールチーズのアヒージョに変更できます） 88バルオリジナルの秋田しょっつるアヒージョ

　       バゲットにオイルをたっぷり付けてどうぞ

大粒の牡蠣のしょっつるアヒージョ　バゲット付
(カマンベールチーズのアヒージョに変更できます）

~Shotzru Ajillo~

~Salad~ 小海老とモッツァレラチーズのシーザーサラダ

真鯛のグリエ　アメリケーヌソースで

~Salad~

~Pasta~

~Main~

食後のアイスクリーム
~Desert~

ワインに合う生ハムをどうぞ

メイン　お肉の料理

YA-YAのパスタは外せない !!
 一口サイズでどうぞ

季節の採りたて野菜を彩り豊かにどうぞ

メイン　お肉の料理は、〆のワインにもよく合う
ランプグリル、自家製しょっつる赤ワインソースが絶品

角切りベーコンとモッツアレラチーズの
　　　　　　　　トマトソースパスタ

牛ランプグリル
　　　　しょっつる赤ワインソース

生ハムと８種の季節野菜サラダ
~Salad~

~Pasta~

~Main~

YA-YAのパスタは外せない !!
 一口サイズでどうぞ

メインは赤身のグリルで
柔らかい国産牛の食感をどうぞ

秋田の名牛”由利牛”のローストビーフに
YA-YA自慢のしょっつる赤ワインソースで

YA-YAのパスタは外せない !!
 一口サイズでどうぞ

　渡り蟹のアメリケーヌソース

国産牛赤身肉の
　　しょっつる赤ワインソース

生ハムの盛り合わせ

本日の魚介カルパッチョ
~ Carpaccio ~

白ワインのススムおまかせ魚介を
カルパッチョ仕立てでどうぞ

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

８種のオードブル　盛り合わせプレート
~hors dʼoeuvre~

本日の魚介カルパッチョ
~ Carpaccio ~

白ワインのススムおまかせ魚介を
カルパッチョ仕立てでどうぞ

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

８種のオードブル　盛り合わせプレート
~hors dʼoeuvre~

本日の魚介カルパッチョ
~ Carpaccio ~

白ワインのススムおまかせ魚介を
カルパッチョ仕立てでどうぞ

豪華な８種のウェルカムオードブルで
お出迎えいたします。

８種のオードブル　盛り合わせプレート
~hors dʼoeuvre~

本日の魚介カルパッチョ
~ Carpaccio ~

~One time TAPAS~

~Pasta~

生ハムのペペロンチーノ
~Pasta~

~Main~

食後のアイスクリーム
~Desert~

食後のアイスクリーム
~Desert~

由利牛のローストビーフ
　しょっつる赤ワインソース

~Main~

メインのお魚料理は新鮮真鯛のグリエをどうぞ
フワフワで絶品Sauceがよく合います

~Main FISH~

5500
2H FREE DRINKYEN 付

パーティープラン
お料理のみお飲み物個別 お料理のみお飲み物個別税込 税込 税込税込

PARTY PLAN 2021
88 バルは秋田県新型コロナウィルス感染防止対策飲食店認証店。

独自の対策で、安心な食事会・プチご宴会をお愉しみいただけます。

120分時間制

フリードリンクメニューも
バルメニューでラインナップ

香るエール・黒生はじめ
厳選ワイン・カクテル
秋田の日本酒、
自家製レモンサワー等

ノンアルコールも充実
ノンアルカクテル他

※予めのご予約特典価格です。
当日は別途消費税が加算されます。
※150分（+30分延長）は+500円

税
込

大声の無い楽しい会食に
ご協力お願い致します。

2000YEN

秋田市中通一丁目４－３
エリアなかいち商業棟　１Ｆ

０１８－８３８－７５８８

YA-YA の公式アプリ

営

休

１１：００～１４：００
１７：００～２３：００
不定休

ご予約受付中

当面の間、最大収容人数を30名様程度に制限させて頂きます。
３０分に一回は、店内の換気をさせて頂きます。
「NO!３密」またお客様が快適にお時間を過ごしていただくため、
移動時のマスク着用や具合の悪いお客様の入店をお断りするなどに
ご協力いただいております。

Bis t r o
AKITA SPICE CUISINE


