
■食堂での食事料金

■野外炊事経費

メニュー 内容物（８人前） 
金 額 

別途必要品 
８人前 ４人前 

朝

食

朝食セット 
米（1.2kg）、卵（8 個）、納豆（8 個）、のり（8 個）、味噌（200g）、わかめ、漬物、油、塩コ

ショウ、醤油

2,880 円 1,440 円 

パンセット 
ロールパン（24 個）、ジャム、マーガリン、レタス（半玉）、卵（8 個）、ベーコン（8 枚）、スラ

イスチーズ（8 枚）、牛乳（200ml×8 本）、油、塩コショウ

3,000 円 1,500 円 

カートンドッグ
ドッグパン（16 本）、ミニウインナー（32 本）、スロー（320g）、ツナ缶（2 缶）、ケチャッ

プ、オレンジジュース（8 本）又はコーンスープ（8 袋）、アルミホイル 

3,600 円 1,800 円 

空牛乳パック

（1,000ml） 

1 人 1 本 

昼

食

・

夕

食

カレーライス
米（1.2kg）、豚肉（500g）、じゃがいも（4 個）、人参（1 本）、玉葱（3 個）、カレールウ（1

箱・甘口又は中辛）、漬物、オレンジジュース（8 本） 

3,920 円 1,960 円 

ハンバーグセット
米（1.2kg）、レトルトハンバーグ（8 パック）、キャベツ（半玉）、ツナ缶（1 缶）、マヨネーズ、

味噌（200g）、わかめ、漬物、オレンジジュース（8 本） 

炊き込みごはん 
米（1.2kg）、釜飯の素、キャベツ（半玉）、ツナ缶（1 缶）、マヨネーズ、味噌（200g）、わか

め、漬物、オレンジジュース（8 本） 

豚汁セット 
米（1.2kg）、豚肉（500g）、じゃがいも（2 個）、人参（1 本）、玉葱（2 個）、大根（1/3 本）、

こんにゃく、油揚げ、味噌（240g）、漬物、オレンジジュース（8 本） 

焼きそば 
焼きそば麺（8 玉）、豚肉（250g）、キャベツ（半玉）、もやし（1 袋）、焼きそばソース、ふりか

け、紅生姜、油、オレンジジュース（8 本） 

カレーナン
豚肉（500g）、じゃがいも（4 個）、玉葱（3 個）、人参（1 本）、カレールウ、強力粉（1kg）、

ドライイースト、砂糖、塩、マーガリン、漬物 

鉄板焼き 

豚肉（1kg）、海老（8 尾）、ウインナー（8 本）、キャベツ（半玉）、玉葱（3 個）、人参（1 本）、

サツマイモ（1 本）ピーマン、椎茸、焼きそば麺（4 玉）、焼きそばソース、焼肉のたれ、油、塩

コショウ、茶（1 パック）

焼肉セット 
米（1.2kg）、豚肉（1.5kg）、ウインナー（16 本）、キャベツ（半玉）、玉葱（3 個）、かぼちゃ

（1/4 個）、もやし（1 袋）、ピーマン、焼肉のたれ、塩コショウ、オレンジジュース（8 本）

朝 食 昼 食 夕 食 

未就学児（３歳以下無料） ２６０円 ４１０円 ５６０円 

小 学 生 ４５０円 ５００円 ６５０円 

中 学 生 以上 ４６０円 ５１０円 ６７０円 

米 （1.2kg）、卵 （8個）、納豆 （8個）、のり （8個）、

味噌 （200g）、 わかめ、 漬物、 油、 塩コショウ、

醤油

ロールパン （24個）、ジャム、マーガリン、レタス （半

玉）、卵 （8個）、ベーコン （8 枚）、スライスチーズ （8

枚）、 牛乳 （200ml × 8 本）、 油、 塩コショウ

ドッグパン （16 本）、ミニウインナー （32 本）、スロー

（320g）、ツナ缶 （2缶）、ケチャップ、オレンジジュー

ス （8 本） 又はコーンスープ （8 袋）、 アルミホイル

米 （1.2kg）、 豚肉 （500g）、 じゃがいも （4個）、

人参 （1本）、 玉葱 （3 個）、 カレールウ （1箱 ・

甘口又は中辛）、 漬物、 オレンジジュース （8 本）

米 （1.2kg）、 レトルトハンバーグ （8 パック）、 キャ

ベツ（半玉）、ツナ缶（1缶）、マヨネーズ、味噌（200g）、

わかめ、 漬物、 オレンジジュース （8 本）

米 （1.2kg）、釜飯の素、キャベツ （半玉）、ツナ缶 （1

缶）、 マヨネーズ、 味噌 （200g）、 わかめ、 漬物、

オレンジジュース （8 本）

焼きそば麺（8玉）、豚肉（250g）、キャベツ（半玉）、

もやし （1袋）、焼きそばソース、ふりかけ、紅生姜、

油、 オレンジジュース （8 本）

豚肉 （500g）、 じゃがいも （4個）、 玉葱 （3個）、

人参 （1本）、 カレールウ、 強力粉 （1kg）、 ドライ

イースト、 砂糖、 塩、マーガリン、 漬物、 ラップ、 クッ

キングシート

米 （1.2kg）、 豚肉 （1.5kg）、 ウインナー （16 本）、 キャベ

ツ （半玉）、玉葱 （3個）、かぼちゃ （1/4個）、もやし （1袋）、

ピーマン、焼肉のたれ、塩コショウ、オレンジジュース （8 本）

豚肉 （1kg）、海老 （8 尾）、ウインナー （8 本）、キャ

ベツ （半玉）、 玉葱 （3 個）、 人参 （1本）、 サツ

マイモ （1本） ピーマン、 椎茸、 焼きそば麺 （4

玉）、 焼きそばソース、 焼肉のたれ、 油、 塩コショ

ウ、 茶 （1パック）

米（1.2kg）、 豚肉 （500g）、 じゃがいも （2 個）、

人参（1本）、玉葱（2個）、大根（1/3 本）、こんにゃく、

油揚げ、味噌 （240g）、漬物、オレンジジュース（8 本）
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