
　(4)　気象警報、注意報に伴うキャンセルは別に対応します。

　(2)　気象警報、注意報に伴うキャンセルは別に対応します。

銀 行 名 口座番号

銀 行 名 口座番号

口座名義 住　　所

株式会社　みはま　(愛知県美浜少年自然の家内)

〒 ４７０－３２３６　愛知県知多郡美浜町大字小野浦字宮後1の1

　　  ＴＥＬ　0569 (88) 5585　    

 ＦＡＸ　0569 (87) 2613

株式会社　みはま 美浜町大字北方字山鼻48-1

(注)　振り込みは必ず ｢食事等注文書」と同じ団体名を記入してください。

　  　振り込み手数料はご負担下さいますようお願いします。

６　振込先

三菱東京UFJ 銀行武豊支店 (587) 普通預金　 0３００１１１

 　※連絡が通じないなど、お困りの場合は愛知県美浜少年自然の家へご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0569(88)5577

5　ＦＡＸによる食数変更について

　ＦＡＸを利用して食数変更する場合は、電話による着信確認を必ず行って下さい。

あいち知多農業協同組合野間支店（685） 当座貯金　００００５３８

　食事等の注文、数量変更、食物アレルギーに関する問い合わせについては、株式

　会社みはまへご連絡下さい。(営業時間　8：45～17：00)

株式会社　みはま　TEL　 0569(88)5585

　　　　　 　　 　 FAX 　0569(87)2613

３　２１食以上のキャンセルについて

４　数量変更、食物アレルギー等に関する連絡先について

　(1)　利用日14日前までにお願いします。

　(3)　ファイヤー用品・キャンドル用品・一刀彫・クラフト材料は、利用の当日

　　  までに。ただし、クラフト材料の「竹とんぼ」に限り、キャンセルはできま

　　  せん。

１　消費税の総額表示について　

　　表示価格には、すべて消費税が含まれております。

２　数量変更について（20食まで）

　(1)　バイキング・特別食・弁当は、利用日前日の午後5時までに。

株式会社みはまの取扱物品

(平成２9年４月１日）

お　　　願　　　い

　(2)　野外炊飯セット・おやつは、利用日３日前の午後５時までに。



朝　　食 570円 昼　　食 720円 夕　　食 945円

朝　　食 465円 昼　　食 595円 夕　　食 800円

海老フライ定食 1,300円

幕の内弁当 720円

ハンバーグ弁当 600円

唐揚げ弁当 600円

キッズ弁当 530円

みはま弁当 500円

(3)　弁　当

1　食　　事

(1)　バイキング  (変更は利用日前日の午後5時までに)

1,150円

1,400円

(2)　特別食 (昼食及び夕食として利用できます。変更は利用日前日の午後５時までに)

※保育所（保育園）・幼稚園が団体として利用する場合は下記料金にて承ります。
　ただし、園児用メニューとなります。

さ し み 定 食

   ウ　水筒用のお茶は提供できません。

  ア　同宿団体の関係で、特別食をお受けできない場合もあります。

  ※同一団体同一メニューでお願いします。

　海老、魚、野菜、小鉢、汁物、フルーツ、漬物、ご飯天 ぷ ら 定 食

　刺身、魚の照焼き、小鉢、汁物、漬物、ご飯

　海老フライ（大）、サラダ、小鉢、汁物、フルーツ、漬物、ご飯

  イ　その他ご希望によりメニューは、ご相談に応じます。

  ウ　内容は季節により変更することがあります。

　イ　施設付近であれば、正午頃までに指定場所へお届けします。

   ア　内容は季節により変更することがあります。

　揚げ物・ウインナー・焼そば・野菜・ご飯

　エビフライ・スパゲッティ・焼き物・野菜・ご飯

　鶏唐揚げ・スパゲッティ・玉子焼き・フルーツ・野菜・ご飯・漬物

　ハンバーグ・揚げ物・フルーツ・野菜・漬物

　エビフライ・焼き物・煮物・フルーツ・野菜・ご飯・漬物
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2　野外炊飯セット

※　(野外炊飯材料の持ち込みはできません。変更は利用日３日前の午後５時までに) 

カレー粉は甘口・辛口どちらか選択できます。

カレーうどん 600円

豚汁 ・ ご飯 　430円

豚汁うどん 430円

焼 き そ ば 　560円

豚汁・焼きそば 　740円

豚肉鉄板焼き 　950円

牛肉鉄板焼き 1,600円

おにぎりセット 85円

おにぎり材料 42円

木　　　炭 1kg 170円

焚 き 付 け 1束 450円

カートンドック 350円
マーガリン・オレンジジュース

塩・海苔・梅干し

ウ　同一団体同一メニューでお願いします。

※　カートンドック用の牛乳パック・アルミホイルは持参してください。

※　ペットボトルオレンジジュース1.5Ｌは10人分です。

ホットドック用パン・ウインナー・キャベツ・ケチャップ

朝ご飯セット

※　ペットボトルお茶2Ｌは10人分です。

※　おにぎりセット・おにぎり材料には、まき・お茶は含まれていません。

朝食用炊飯　(受け渡し時間6：30～）

500円
野菜炒め・赤だし・ウインナー・ふりかけ・米（120ｇ）

米（70ｇ）・塩・海苔・梅干し

牛肉・豚肉・野菜・米（120ｇ）・フルーツ・お茶

豚汁、焼きそば材料・米（80ｇ）・お茶

フルーツ・お茶

カレー材料・米（120ｇ）・フルーツ・お茶

カレー材料・手打ちうどん材料（小麦粉）・フルーツ・お茶

豚汁材料・手打ちうどん材料・お茶

焼きそば材料・米（50ｇ）・フルーツ・お茶

豚汁材料・米（120ｇ）・フルーツ・お茶

　となります。

　前にお申し込みがあれば販売します。その他の用具は、炊飯セットとして次頁の

単品で木炭・焚き付けも有ります。

イ　野外炊飯の班構成は、原則として８人から１２人でお願いします。

　とおり無料でご利用できます。ただし、基本セットはコンテナ単位の受け渡しと

カ　「米」を炊いて、お届けすることもできます。その場合は上記金額に35円加算

　なっています。

エ　荒天等のため、野外炊飯を中止しようとする場合、昼食の場合は午前９時まで

　に、夕食の場合は午後１時までに申し出があれば食堂で調理できますが、調理代

　として１人あたり120円いただきます。ただし、対応できるメニューは「カレー

　ーライス」及び「豚汁・ご飯」に限ります。

※　木炭は8人から12人で３ｋｇ必要です。

※　焚き付け１束で約１０かまど分です。　

オ　個人用食器（割箸、コップ、皿、スプーンなど）は、利用団体で用意するか事

カレーライス 　660円

海鮮バーベキュー えび・イカ・ホタテ・大あさり・干物・野菜
米（120ｇ）・フルーツ・お茶1,600円

豚肉・野菜・米（120ｇ）・フルーツ・お茶
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丸　　太 ま　　き こ　　わ

丸　太 450円 ま　き 350円 こ　わ 350円 灯　油 150円

　　9円 150円

160円 850円

　※ 　燃焼時間 Aセットは1時間程度 Bセットは2時間程度です 丸太の乾燥具合で変わります。

１6本(7段)

アルミホイル(幅250mm＊長さ8m) アルミカップ(径70mm・500枚入り)

ろうそく(1号・径9mm＊長さ90mm) ろうそく(20号・径21mm*長さ250mm)

　※　セット以外の注文も受け承ります。

　※　ファイヤー用品の返品報告書を翌日の午前８時３０分に食堂事務室に出して下さい。

   ※ 「こわ」は燃えやすく割りやすい材質です。なたで割って使います。

   ※  ｢まき｣は堅く、火もちがよいのが特徴です。火の勢が強まってから使います。

トーチ棒 370円
　使用済みのトーチ棒は指定場所にお願いします。
　(ロマン・ふれあい)

４　キャンドル用品　(晴天時はキャンセル可)　受取時刻は、午後４時４０分まで

 13,340円

(１班分)

    カレーライス　   　   基本セット＋飯ごう３

    豚汁・ご飯　   　　   基本セット＋飯ごう３

    焼きそば　  　　  　　  

　 焼きそば　  　　　 　　

    豚・牛肉鉄板焼き   

    カレーうどん　  　

  基本セット＋鉄板1

  基本セット＋飯ごう３＋鉄板1

  基本セット＋麺棒1＋のし板１＋なべ大1

  基本セット＋飯ごう３＋鉄板1

３　ファイヤー用品　(雨天時はキャンセル可)　　受取時刻は、午後４時４０分まで

  基本セット＋飯ごう2

  基本セット＋麺棒1＋のし板１＋なべ大1

 (基本セット)　なべ中1、やかん1、ボール１、ざる１、まな板2、フライ返し2、

　　　　　   　しゃもじ1、包丁2、玉じゃくし1、さいばし1、皮むき器2。　

　　　　 　(洗剤、スポンジたわし、金たわしなどもあります)

※ 炊飯セットの他に炊飯物品を追加される場合は、食事等注文書の備考欄に記入して下さい。　　

    豚汁うどん

　 おにぎりセット

価　　　　　格

   9,580円

セット内容

Ａ　　セット
(井桁の高さ5５ｃｍ程度)

Ｂ　　セット

１2束 1束

2束１7束
(井桁の高さ7５ｃｍ程度)

１2本(5段)

-3-



鯵1尾　550円

地引網 １人分 230円

魚つかみ １人分 160円

　び塩はキログラム単位とします。

塩 1kg 145円

※　使用しなかった物品等は返品できますが、まきは束単位、醤油はリットル単位、砂糖及

　イ　実施人数は、７０人から１５０人程度が最適です。

　ウ　荒天等のため、地引き網体験が実施できない場合は、魚代として30,000円いただき

　オ　荒天時で、地引き網体験が、実施出来なくて、陸上での「魚つかみ取り体験」に変更

　　した場合は　4５,000円いただきます。（魚代30,000円＋設置代1５,000円）

255円

※ 上記単価は、「５ 地引き網体験」や｢６ 魚つかみ取り体験」でとれた魚を対象とします。

ま　　き １束 350円

醤　　油 １ℓ 275円

砂　　糖 1kg

※ 魚の調理指導・調理

　魚のさばきかた指導

５　地引き網体験

　　 地引き網　 １回　(魚代を含む)　　　　 66,000円

　実施時期は、４月１日から９月１５日まで　(６月２０日から７月１５日までは月曜日から

金曜日の午前中のみ実施。７月１６日から８月３１日までは実施できません)

　　１０分程度 無 　　料

　　尚、魚は当日お渡しします。　　　

　オ　詳細につきましては、お問い合わせ下さい。　

指導料・調味料込　1,000円

　21人から指導料・調味料の価格が変わります。

7　干物作り体験

20人まで

　魚の調理補助 　　１人　６０分程度 4,300円

　　塩焼き
　魚の調理

　　煮付け ・ 刺身

　※　魚の種類時期により変わることもあります（クロダイ、セイゴ等）数５０匹位

　   つかみ取りが出来ます。また雨などで実施できない場合は、魚代のみいただきます。　

　実施時期は、４月１日から９月１５日まで。夏休みも可能ですが、夏休み中の土、日、祝

日は出来ません。

　イ　実施人数は、２０人～１００人程度です。

　ウ　魚代は、時期により、変動することがあります。

　カ　詳細につきましては、お問い合わせ下さい。　

魚つかみ取り  １回　
　　　　(魚代）　　（設置代)(地元漁協への手数料）

　エ　荒天等で、魚つかみ取り体験を、海岸で実施できない場合は、陸上でも、水槽での魚

　ア　実施時間は、午前１０時から午後３時までで、１時間程度です。

　５50円×人数＋１5,000円＋3,240円

　　ます。 尚、魚は当日お渡しします。　　　

　エ　地引き網　１回　(魚を含まない)　　36,000円

６　魚つかみ取り体験

　ア　実施時間は、午前１０時から午後３時までで、１時間程度です。
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280円 180円

105円 240円

105円

120円

おにぎり 105円

紙パック 105円

缶入り 124円 115円

125円

145円

315円

230円

320円

320円

85円 １４5円

60円

時　価

   湯 呑 生 地

500円

105円

180円

丸型 (径9cm・高さ6cm) 5４5円　（焼成代含）

　※ 一刀彫、クラフト材料の受取場所は食堂事務室で、受取時刻は、午後４時４０分まで

　ア　作品は１か月ほどで焼成できます。

　イ　完成品の配達をご希望の場合は有料 (送料着払い) となります。

(２)　クラフト材料　( 「竹とんぼ材料」 のみ、キャンセル不可)

　壁かけ材料　(くさり・ヒートン２個付・サンドペーパー１人分)

　竹とんぼ材料　(羽・芯・サンドペーパー1人分)

　ビーチコーミングクラフト　(木枠)

　※　破損した生地については、有料にて交換致します。(１個１４5円）

(１)　一刀彫　(雨天プログラムとしての注文可)

緑茶、ウーロン茶、麦茶、（水 200円）

アクエリアス

ポカリスエット

8  創作活動  

アイスクリーム

バナナ (40円～70円)　スイカ (1100円～2200円)

　イ　おやつ等は、指定された時刻に食堂まで受け取りにきてください。

　ウ　上記以外のおやつについても、ご相談に応じます。

ゼリー  (コーヒー・オレンジ)

　ア　上記価格は、メーカーの価格変更にともない変更する場合があります。

デ
ザ
ー
ト

プリン

　エ　氷1袋　約1㎏　200円　氷の注文は、直前にお受けできない場合があります。

ペットボトル ５００ml スポーツドリンク、ジュース（450ml)

７　おやつ　(変更は利用日３日前の午後５時までに)

菓　子

飲
　
　
み
　
　
物

ポカリスエット

ペットボトル ５００ml

ペットボトル   ２ℓ

ペットボトル   ２ℓ

各種ジュース

ペットボトル１.５ℓ

ペットボトル１.５ℓ

チップスター パイの実

コアラのマーチ きのこの山

パ　ン
十勝つぶあんパン、こしあんパン、クリームパン、ジャムパン

小倉＆ネオ、サンドロールチョコ、サンドロールｗメロン

緑茶、ウーロン茶、麦茶、水、ｽﾄﾚｰﾄﾃｨｰ

焼きおにぎり

ピクニックコーヒー、サンキストアップル

ウーロン茶
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　切手（82円）、チャッカマン（１2０円）
　その他

　着火剤　25ｇ（50円）

　軍手（2０円）、割箸（5円）、スプーン（１０円）

9　販　売　(営業時間は、午前９時から午後５時までです)

　タオル（１2０円）、歯磨きセット(8０円）、

　洗面・入浴用品

　洗剤・衛生用品

　炊飯用品

　Ｔ字かみそり(１57円）

　どんぶり（26円）、紙コップ（6円）

　紙皿　厚手22ｃｍ（35円）　薄手18cm（15円）

　洗濯洗剤(30円）、生理用品(時価）
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