
オーストラリア現代美術館（ハーバーサイド・ルーム）

＊ニューサウスウェールズ州 シドニー＊

©Fresh Catering

＜会場概要＞

景観の良いハーバーサイドのサーキュラーキーに位置しており、観光客が多く訪れるザ・ロックスもすぐ近く。

オペラハウスの対岸に向かい合うように佇んでおり、立地条件も最高なオーストラリア現代美術館（MCA）は、現代

アート専門の美術館です。

もともと1950年代に建設された海軍の施設でしたが、1991年に美術館としてオープンし、オーストラリア内外の現代

芸術作品を無料展示しています。

今回は、オペラハウスとハーバーブリッジという、シドニーの2大名所を同時に眺めることが出来る（大型船舶が停泊して

いない場合）会場を御案内致します。

夕食前に貸し切りで芸術作品を鑑賞することも出来る、特別感たっぷりのプランです。
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会場名 着席BQT形式

（コース）

着席BQT形式

（ダンスフロア）

立食カクテル形式 シアター形式

Harbourside Room

（360㎡）
200名

（100名～）

160名 300名 200名

Quayside Room

（290㎡）
110名

（50名～）

80名 150名 120名

Foundation Hall

（450㎡）
300名 250名 750名 300名

Sculpture Terrace

（420㎡）
120名 100名 300名 ―

Veolia Lecture Theatre

（56㎡）
― ― ― 114名

＜収容人数チャート（最大）＞



entrée

Crispy duck confit tart, charred apple, celeriac, hazelnut quinoa

Dashi-poached chicken, spiced eggplant, sesame soba noodles

Hiramasa kingfish, desert lime cream, quandong and kohlrabi (gf)

Burrata, olive crackling and heirloom vegetable escabeche (v, gf)

Miso cured salmon, sesame slaw, soy washed kohlrabi (gf)

Seared scallops on baked eggplant, tomato relish and taramasalata (gf)

63 degree organic egg, soft polenta, Asian fungi, burnt leek dressing (v, gf)

Ahi tuna, peppermint gum, pulse salad, avocado crème (gf)

Sourdough rolls and butter

main

Sous vide Bangalow pork, quince, lentils and celeriac (gf)

Saltbush lamb, sarladaise potato and mustard cream (gf)

Hunter Valley beef, smoked dutch cremés, forest berry jus, local shiitakes (gf)

Angus tenderloin, carrot ginger puree, brussel sprouts and gruyere gratin potato (gf)

Bannockburn chicken, medjool dates, nasturtium, butternut

Slow braised wagyu, wattleseed onion bhaji, turmeric corn

Cape York barramundi, bonito ketchup, chips, leek ash (gf)

Palmer’s Island mulloway, miso potato gratin, horseradish cream, umeboshi (gf)

dessert

Bitter chocolate delice, salt caramel custard, lemon thyme (gf)

Crème catalan, stewed season’s fruits, fig and liquorice (gf)

Raspberry and lavender brûlée tart, honeycomb rice

Orange saffron curd tart, crispy caramel lace, soft chocolate

Lemon myrtle cheesecake, burnt butter cream, hibiscus compote (v, gf)

Rum roasted apple, macadamia crumble, soured cream, rosemary candy

Peppermint gum pavlova, white chocolate, riberry, buttermilk ice cream

Selection of NSW award winning cheeses, quince paste, muscatels, lavoche and 

crackers

Freshly brewed coffee and T2 tea selection

Petit fours

(v) = vegetarian, (gf) = gluten free

※上記メニューは、使用会場がHarbourside Room、Quayside Room、Sculpture Terraceの場合に

該当します。Foundation Hall利用の場合は、食事内容、料金が大きく異なってまいります。

※上記メニューには、3時間のドリンクPKG（スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビール、スパークリング

ウォーター）が含まれます。ドリンクPKGを含まない場合も料金に変更はございません。

＜メニュー（例）＞
＜フロアプラン＞
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