
食 堂 料 金 表

ほうれん草のごま和え・ミニオムレツ・

ウインナー生野菜（キャベツまたはレタス）・

ドレッシング

※みそ汁（みそ・豆腐・油揚げ・ねぎ・わかめ）

※ご飯（１人約０．８合・国産米）・味付けのり

※乳酸菌飲料 ・お茶

鶏から揚げ・ゆでたまご・ハム・生野菜（キャ

ベツまたはレタス・パセリ）・ドレッシング

※みそ汁（みそ・豆腐・油揚げ・ねぎ・わかめ）

※ご飯（１人約０．８合・国産米）・味付けのり

※乳酸菌飲料 ・お茶

●ＡおよびＢ朝食は、ご飯をパンに変更できます。変更の場合、※印が、ロールパン（２個）、マーガリン・ジャム、牛乳に変わります。
●ご飯の増量は＋６０円で通常約０．８合→約１．２合に変更できます。団体単位での変更となります。

■朝食メニュー

朝食A【620円】

からあげ・ひじきの煮物・漬物・キャベツ・オレンジ・

ごはん ふりかけ（ゆかりorたまご）

●おにぎりの中身はシャケ・うめ・こんぶの3つの中から選べます。
●紙パックお茶は+1２0円でご用意いたします。
●夜食としてもご用意できます。
●おにぎり２個パック・３個パックには漬物が付きます。

※【お弁当・おにぎりについて】

●お持ち帰りは、食中毒等の恐れがあるため、お断りさせていただき
ます。

●お弁当・おにぎりは、ご指定の時間、場所にお届けいたします。但し、
配達場所はセンター敷地内及びハイキングコース巴山広場のみとさ
せていただきます。

●空容器等につきましては、お届けの際にお渡しするビニール袋にと
りまとめていただくと、のちほど回収いたします。

朝食B【620円】

■お弁当メニュー

えびフライ・厚焼き玉子・たれ付肉だんご・

サバの塩焼きor銀ひらす西京焼き（※サバの塩焼

きが仕入出来ない場合）・ひじきの煮物・漬物・

キャベツ・オレンジ・ごはん ふりかけ（ゆかりorた

まご）

幕の内弁当A【710円】 飲み物別料金 からあげ弁当B【710円 】 飲み物別料金

●ふりかけは団体様にてどちらかお選びください。
●紙パックお茶は+７0円でご用意いたします。
●ご飯の増量は＋６０円で変更できます。団体単位。

■おにぎり

おにぎり2個パック【250円】 おにぎり3個パック【375円】

（準備開始時間 ７:００ ～ ８:００）

■夕食メニュー

（ご提供可能時間 １１：００ ～ １２:００）

（ご提供可能時間 ９：００～）

ハンバーグ（デミグラスソース）・コロッケ

マカロニサラダ・生野菜（キャベツ・レタス・

パセリ）・ドレッシング

みそ汁（みそ・豆腐・油揚げ・ねぎ）

ご飯（１人約０．８合・国産米）・漬物

オレンジ・ヨーグルト・お茶

メンチカツ・チキンステーキ・ポテトサラダ

生野菜（キャベツ・レタス・パセリ）・ドレッ

シング

みそ汁（みそ・豆腐・油揚げ・ねぎ）

ご飯（１人約０．８合・国産米）・漬物

オレンジ・ヨーグルト・お茶

夕食A【980円】 夕食B【980円】

（準備開始時間 １６：００ ～ １７:３０）

●ふりかけは団体様にてどちらかお選びください。
●1個+60円でからあげ増量出来ます。
●紙パックお茶は+７０円でご用意いたします。
●ご飯の増量は＋６０円で変更できます。団体単位。

■間食・夜食・デザート （ご提供可能時間 １０：００～１９：００）

間食・夜食

おにぎり（シャケ・うめ・こんぶ） 1個 １２０円

菓子パン（あん・クリーム・ジャム・メロンパン） １個 １３０円

バナナ １本 ８０円

牛乳（２００ml・紙パック） １本 130円

デザート

スーパーカップ・爽・クーリッシュ（ラクトアイス・
200ml）

１個 180円

ゼリー（ヤマザキ）（ミックス・白桃・みかん・ぶどう
&アロエ・１4０g）

１個 150円

すいか １玉 時価

飲物

緑茶・麦茶（時期物）（２ℓ・ペットボトル） １本 ３５０円

緑茶・麦茶（時期物）（５００ml・ペットボトル） １本 １６５円

緑茶・麦茶（時期物）（２５０ml・紙パック） １本 120円

水（２Ｌ・ペットボトル ） １本 ２００円

水（５００ｍｌ・ペットボトル） １本 １２０円

ジュース（アップル・オレンジ） １本 １2０円

ポカリスエットorアクエリアス(５００ｍｌ・ペット) １本 ２００円

●菓子パンは、ヤマザキ、またはシキシマの製品となります。
●おにぎりの価格はバットにそのまま入っている価格です。個別包装の
場合は1個+5円が別途かかります。

●アルコール類の販売については、食堂ホームページをご覧ください。

■園児メニュー

朝食【５２０円】 弁当【５４０円】 夕食【７５５円】

●幼稚園、保育園が対象です。
●おかずとご飯の量が半分になります。詳しくはお問い合わせください。

※令和５年４月１日より
一部メニュー及び料金を改定



■野外調理

調 理 セ ッ ト 名 セ ッ ト の 内 容 価 格 厨房調理代

豚汁セット
みそ・だしの素・豚肉こま切れ・だいこん・にんじん・ねぎ・ささがきごぼ
う・豆腐・マキ・使い捨て豚汁容器・割りばし

１人 415円
※使い捨て容器
不要な場合３９０円

１人 ＋５５円

カレーライスセット

米0.8合・カレールウ・豚肉こま切れ40g・たまねぎ60g・にんじん
20g・じゃがいも50g・福神漬10g・ヨーグルト1個・バナナ1本 ・麦茶
パック(クラスで2個)・マキ・使い捨てスプーン1本・カレー皿1個
※通常バナナ 希望若しくは仕入困難の場合オレンジ

１人 800円
※使い捨て容器
不要な場合７６０円

１人 ＋120円

パッククッキング
（カレーライスセット）

米0.8合(※無洗米では無い)・カレールウ・ウインナーソーセージ2本・
たまねぎ60g・にんじん20g・じゃがいも50g・福神漬10g・ヨーグル
ト1個・バナナ1本 ・麦茶パック(クラスで2個)・使い捨てスプーン1本・
カレー皿1個 ※通常バナナ 希望若しくは仕入困難の場合オレンジ

１人 770円

※薪を使用する場合
+30円

厨房調理無し

カートンドック
ホットロール1個・キャベツ 20～30g（班ごとにgでお渡し）
ウインナーソーセージ 2本・ケチャップ 8g（小袋入り）1個

１人 ３３０円
※千切り済キャベツ
希望の場合＋１０円

厨房調理無し

みそ汁セット
米付き

米0.8合・みそ・だしの素・油揚げ・豆腐・ねぎ・わかめ・昆布巻き・ハム・
漬物・味付けのり・乳酸菌飲料・麦茶パック・マキ

１人 ６００円 １人 ＋１１０円

バーベキューセット 要相談 厨房調理不可

●カレーライスセット・パッククッキングセットは、通常、バーモントカレー甘口を使用しています。乳アレルギー対応用でゴールデンカレー甘口をご
用意できます。変更の場合、値段が1人２０円上がります。団体単位での変更となります。

●にんじん、たまねぎなどの野菜類は、サイズによって数量が異なる場合があります。
●食材の内容につきましては、仕入れの都合で多少異なる場合があります。

■五平餅 （ご提供可能時間 ９:００～）

調 理 セ ッ ト 名 セ ッ ト の 内 容 価 格

五平餅セット
炊いた米（１人分０．８合・国産米）・くし（１本）・みそだれ ビニール袋・バット・木炭・使い捨
て五平餅皿 ※五平餅用串を追加する場合は１本４０円

１人 ４５０円

※使い捨て容器
不要な場合440円

■炊飯用燃料・キャンプファイヤー材料

品 名 価 格

マキ
コワ（木皮） １束 ４００円

割木（雑木） １束 ５００円

木炭
３Ｋｇ １箱 ８００円

６Ｋｇ １箱 1,300円

プレス棒 １本 ４７０円

トーチ棒 １本 ３６０円

灯油（約５ℓ） １缶 ８００円

■使い捨て容器

品 名 サ イ ズ 価 格

カレーライス用皿 発泡・１２cm×２１cm １枚 ３０円

カレーライス用スプーン プラ・１４cm １本 １０円

五平餅用皿 発泡・１３cm×２１cm １枚 １０円

とん汁用丼ぶり 発泡・直径１５cm １個 ２０円

紙コップ １個 １０円

割りばし １膳 ５円

ゴミ袋（処分費含む） 70Ｌ １枚 ４５０円

●使用後は食堂が回収します。注文は団体単位。

■マスつかみ用

品 名 内 容 価 格

マスつかみ用串・塩 45㎝竹串 塩 1セット ４０円

木炭 6㎏ 1,300円

割りばし 袋無し 1膳 ５円

●マスの購入先は碧水会となります。マスの購入についての詳細は、
ホームページ「プログラム紹介」をご覧ください。

●マスつかみシーズン期間は４月末（GW）～１０月末です。

品 名 内 容 価 格

板ハガキA 角型A(11.5㎝×23.5㎝) ３００円

板ハガキB 角型B(9.0㎝×14.0㎝) ２４０円

焼板 スギ板(１２㎝×25㎝) ３００円

ディスク 直径9～10㎝ 板厚1㎝ ２５０円

木のうちわ 直径22㎝ 取手無し穴有り ２２０円

木のボールペン 木の柄(約18㎝）ボールペン替え芯 ２５０円

木の枝フォーク 木の柄 フォーク金属部 ２７０円

木の枝スプーン 木の柄 スプーン金属部 ２７０円

木の時計 電池付き ８５０円

紙ヤスリ 粗目 #150(280㎜×230㎜) 1枚 55円

紙ヤスリ 細目 #400(280㎜×230㎜) 1枚 55円

●注文はご利用日の30日前までにお願いします。材料が揃わない可能性が有り
ます。※木の時計はキャンセル不可の商品となります。

■クラフト

食事・材料・キャンセル料などについての
お問い合わせ先

愛知県野外教育センター食堂直通
TEL/FAX ０５６４－８３－２１１１

▪不在時は、「株式会社Sign」TEL/FAX0566-68-0194

（平日10:00～17:00）までお問い合わせください。
▪詳細、アレルギー、原材料等については、食堂ホームページを

ご覧ください。
▪表示価格は202３年４月現在の価格（税込み）です。

●仕入価格が高騰した場合、価格を変更する場合があります。
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