
金額 個数 金額 個数
1 フルコース １名あたり ¥1,500 47 2,500円コース 一名様分 ¥2,500

2 セッティング付フルコース １名あたり ¥2,000

3 ミディアムコース １名あたり ¥1,200

4 セッティング付ミディアムコース １名あたり ¥1,500

5 ライトコース １名あたり ¥1,000

6 セッティング付ライトコース １名あたり ¥1,200

48 3,500円コース 一名様分 ¥3,500

49 4,500円コース 一名様分 ¥4,500

7 ¥2,000

8 ¥3,000 50 6,500円コース 一名様分 ¥6,500

9 イス W89×D52×H90　(80㎏まで) ¥500

10 折り畳み長イス2名用 W112×D33×H34(120㎏まで) ¥800

11 テーブル 120×60 ¥1,500

12 タープテント 250×250 ¥2,500 51 8,500円コース 一名様分 ¥8,500

13 クーラーＢＯＸ 35L ¥1,500

14 トング ¥200

15 ザル・ボウル ¥200

16 包丁・まな板 ¥200 52 食材2,000円コース 一名様分 ¥2,000

17 ガスコンロ・ボンベ・風よけ １口径 ¥1,500

18 平鍋&お玉 直径27 ¥1,000

19 ダッチオーブン ¥1,500 53 食材3,000円コース 一名様分 ¥3,000

20 鉄の鉄板・ヘラ 45×31 ¥800

21 鉄板(アルミプレート) 45×31 ¥300

22 網 45×31 ¥300 54 海鮮ミックス ２、３名用 ¥2,000

23 炭3kg ¥600

24 ゴミ袋(可燃用・不燃用) ※回収込み ¥600

25 どぶつけ ¥3,000 55 焼肉ミックスA ２、３名用 ¥3,500

26 ブルーシート 12畳用 ¥900

27 ブルーシート 2畳用 ¥300

28 板氷 1.7キロ ¥500 56 焼肉ミックスB ２、３名用 ¥6,500

29 氷　ブロック 2キロ ¥500

30 紙さら・割り箸・コップ 5個ずつ ¥400

31 ¥600 57 野菜ミックス ２、３名用 ¥600

32 清潔セット　除菌スプレー、手洗い洗剤、雑巾3枚、食器洗剤、スポンジ ¥1,000

33 コーラ 1.5L ¥300 58 丸焼き野菜セット ２、３名用 ¥1,200

34 サイダー 1.5L ¥300

35 カルピス 1.5L ¥300 59 芋煮セット仙台風(豚肉＆味噌) 一名様分　5名より受付 ¥1,500

36 オレンジ 1.5L ¥300 60 芋煮セット山形風(牛肉＆醤油) 一名様分　5名より受付 ¥1,500

37 アクエリアス 2L ¥300 61 芋煮セット庄内風(豚肉＆味噌) 一名様分　5名より受付 ¥1,500

38 ウーロン茶 2L ¥300 85 芋煮セット会津風(豚肉＆味噌) 一名様分　5名より受付 ¥1,500

39 お茶 2L ¥300 86 芋煮セット岩手風(鶏肉＆醤油) 一名様分　5名より受付 ¥1,500

40 ミネラルウォーター 2L ¥300 62 トン汁セット 一名様分　10名より受付 ¥600

41 サーバーセット　サーバー、サーバー台、クーラBOX、ガス、氷 ¥7,000 63 カレー炊事セット 一名様分　10名より受付 ¥1,500

42 アサヒ・サッポロ樽 10L ¥8,000 64 野外鍋セット　各種 一名様分　10名より受付 ¥2,500

43 アサヒ・サッポロ樽 20L ¥16,000 65 ¥6,000

44 ヱビス・プレミアムモルツ樽 10L ¥9,000 66 ¥15,000

45 ヱビス・プレミアムモルツ樽 20L ¥18,000 67 ¥3,000

46 アサヒ・キリン・サッポロ缶ビール 350ｍｌ ¥250 68 ¥12,000

47 チューハイ or サワー缶 350ｍｌ ¥200 69 ¥12,000

48 ワイン　赤、白、スパークリング 750ｍｌ ¥1,500 70 ¥18,000

その他・ご要望など

※ メニューは予告なく変わることがあります。最新のものはHPをご覧ください。 ※この面をコピーして何回でもご利用いただけます。
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FAX注文用紙
ＢＢＱレンタル　FAX：03－5856－6395

お名前：　　　　　　 　　 　　　         　　　　  　様　　お電話：　　　　　　　　          　　　　　　　　　

お届先：　 　　　　　　　   　　公園　お届日時：　　 　月　　　　日　　　　時

ご住所：　　　　　                                                       _

メニュー メニュー
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グリル　小　(炭バサミ・網・着火剤・うちわ付)

追
加
機
材

着火セット　軍手・着火マン、追加着火剤

〔内訳〕
・フルコースには、グリル、網、使い捨て鉄板、イス御人数分、脚、テーブル、タープテント、クーラーBOX、ザル、ボウル、
包丁、まな板、トング、紙皿・割り箸御人数分、炭３ｋｇ、炭バサミ、着火剤、うちわ、ゴミ袋(可・不)、軍手、チャッカマンが付
きます。
※5名様より受付

※10名以上は5名様ごとにワンセットずつ機材が増えます。
・セッティング付コースは、各コース＋セッティング＆後片付け込みのプランです。
・ミディアムコースは、フルコースの内容から、テントが含まれず、イスの代わりに2名がけ折り畳み長椅子になります。
・ライトコースは、フルコースの内容からイス、テントが含まれないプランになります。ブルーシート(2畳程度)が付きます。
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グリル　大　(炭バサミ・網・着火剤・うちわ付)
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スイカ割りセット　ブルーシート、目隠し、棒、スイカ玉1個、包丁、まな板、お皿

調理補助スタッフ　1名

ワイヤレスアンプ

発電機　タンク５L、ガソリン５L

ランタン　乾電池付き
そ
の
他

大型かき氷機　50食、板氷10個、シロップ、スプーン50、カップ50、クーラー

〔内訳〕・ナス（2個）、ピーマン（2個）、ジャガイモ（2個）、ホイルにんにく（2個）　塩、たれ付き

〔内訳〕・キャベツ（200ｇ）、ニンジンカット（3カット）、しいたけ（3個）、ししとう（6個） 塩、たれ付き

〔内訳〕牛カルビ(100g)、BBQチキン(100g)、トントロ塩(50g)、フランク(1本)、焼きそば(麺、野菜、ソース付)焼きトウモロ
コシ、
枝豆５０ｇエビ串（1本）、ホタテ片貝（1枚）、イカ串（1本）　※２名様より受付

〔内訳〕・国産サーロインステーキ(1枚200g程度)、スペアリブ(200g)、
タンドリーチキン(200)、

〔機材内訳〕・3,500円コースにテントがプラスされます。
〔食材内訳１人分〕・牛カルビ(１００ｇ)、BBQチキン(100ｇ)、スペアリブ(５０ｇ)、　エビ串(1本)、ホタテ片貝(1枚)、
イカ串(1本)、焼きトウモロコシ、フランクフルト(１本)、焼きそばセット(１人前、麺、野菜、ソース付)、枝豆５０ｇ
※2名様より受付いたします。※セッティング、後片付け込み。

〔機材内訳〕・4,500円コースにコップ、氷がプラスされます。ビールサーバーセット。
〔食材内訳１人分〕・牛カルビ(１００ｇ)、牛フィレテーキ(100ｇ)、スペアリブ(５０ｇ)、　エビ串(1本)、ホタテ片貝(1枚)、
イカ串(1本)、焼きトウモロコシ、フランクフルト(１本)、焼きそばセット(１人前、麺、野菜、ソース付)、枝豆５０ｇ
〔ドリンク内訳1人分〕・生ビール樽1人当たり１L、ソフトドリンク(250ml)程度
※5名様ごとに受付いたします。※セッティング、後片付け込み。

〔機材内訳〕・65000円コースにブルーシート2畳、追加網がプラスされます。
〔食材内訳１人分〕・牛カルビ(１００ｇ)、国産サーロインステーキ(100ｇ)、スペアリブ塩(５０ｇ)、　エビ串(1本)、ホタテ片貝
(1枚)、イカ串(1本)、焼きトウモロコシ、フランク(１本)、焼きそばセット(１人前、麺、野菜、ソース付)、焼き野菜、枝豆５０
ｇ
〔ドリンク内訳1人分〕・生ビール樽1人当たり１L、ソフトドリンク(350ml)、チューハイorサワー(250ml)
※5名様ごとに受付いたします。※セッティング、後片付け込み。
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〔内訳〕・イカ串3枚、ホタテ片貝3枚、エビ串3尾

〔機材内訳〕・2,400円コースに、イスがご人数分プラスになります。
〔食材内訳１人分〕・牛カルビ(100ｇ)、BBQチキン（100ｇ）、スペアリブ（50g）　フランクフルト(１本)、焼きトウモロコシ、焼
きそばセット(麺、野菜、ソース付)、枝豆５０ｇ
※3名様以上で受付いたします。※セッティング、後片付け込み。

〔機材内訳〕
　・グリル、テーブル、クーラーBOX、トング、紙さら・割りばし人数分、炭３ｋｇ、炭バサミ、着火剤、うちわ、ゴミ袋、
　網、鉄板(アルミプレート)、ブルーシート(2畳)
〔食材内訳１人分〕
　・牛カルビ(100g)、フランクフルト(１本)、焼きトウモロコシ焼きそばセット,枝豆５０ｇ(１人前、麺、野菜、ソース付)
※4名様分より受付いたします。※セッティング、後片付け込み。
※機材は5名様ごとに１セットずつ機材が増えます。
　　　　　　4～6名様が各1セット　7～１2名様が各2セット　12～18名様が各3セット　になります。

〔内訳〕牛カルビ(100g)、BBQチキン(100g)、トントロ塩(50g)、フランク(1本)、焼きそば(麺、野菜、ソース付)焼きトウモロ
コシ、枝豆５０ｇ　※２名様より受付

〔内訳〕・牛カルビ(150g)、サイコロステーキ(100g)、スペアリブ(150g)、鳥モモ(200g)


