
どこでも出張ＢＢＱ満福広島　行き　　【ＢＢＱ注文書】　　　ＦＡＸ：082-258-4126

〒732-0804 広島県広島市南区西蟹屋４－３－４オフィスミツボシ１Ｆ　　ＴＥＬ：090-2290-2229 

　【ご予約者様氏名】

　【電話番号】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ＦＡＸ】

　【開催日】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【開始時間】

　【開催地名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【開催地住所】

 　※そのた備考欄

商品名 単価（税抜） 数量

１ 【001】並おまかせBBQコース５名 ¥2,780

／ 【002】並おまかせBBQコース６名～７名 ¥2,580

５ 【003】並おまかせBBQコース８名～９名 ¥2,390

ペ 【004】並おまかせBBQコース１０名～１４名 ¥2,100

｜ 【005】並おまかせBBQコース１５名～１９名 ¥1,950

ジ 【006】並おまかせBBQコース２０名以上 ¥1,790

【008】上質おまかせBBQコース５名 ¥3,730

【009】上質おまかせBBQコース６名～７名 ¥3,530

【010】上質おまかせBBQコース８名～９名 ¥3,340

お 【011】上質おまかせBBQコース１０名～１４名 ¥3,050

ま 【012】上質おまかせBBQコース１５名～１９名 ¥2,900

か 【013】上質おまかせBBQコース２０名以上 ¥2,740

せ 【015】特選おまかせBBQコース５名 ¥3,880

Ｂ 【016】特選おまかせBBQコース６名～７名 ¥3,680

Ｂ 【017】特選おまかせBBQコース８名～９名 ¥3,490

Ｑ 【018】特選おまかせBBQコース１０名～１４名 ¥3,200

コ 【019】特選おまかせBBQコース１５名～１９名 ¥3,050

| 【020】特選おまかせBBQコース２０名以上 ¥2,890

ス 【007】並おまかせBBQ／キッズコース ¥895

【014】上質おまかせBBQ／キッズコース ¥1,370

【021】特選おまかせBBQ／キッズコース ¥1,445

【022】肉ナシ／おまかせBBQコース５名 ¥2,180

【023】肉ナシ／おまかせBBQコース６名～７名 ¥1,980

【024】肉ナシ／おまかせBBQコース８名～９名 ¥1,790

【025】肉ナシ／おまかせBBQコース１０名～１４名 ¥1,500

【026】肉ナシ／おまかせBBQコース１５名～１９名 ¥1,350

【027】肉ナシ／おまかせBBQコース２０名以上 ¥1,190

商品名 単価（税抜） 数量

【040】アウトドアチェアセット（お一人様300円／コース人数分注文必要） ¥300

コ 【041】タープテントセット（お一人様400円／コース人数分注文必要） ¥400

| 【042】2人掛けベンチセット（お一人様200円／コース人数分注文必要） ¥200



ス 【043】サービスやきそば＆やき野菜（お一人様250円／コース人数分注文必要） ¥250

２ 特 【045】サービス海鮮セット（お一人様300円／コース人数分注文必要） ¥300

／ 典 【500】ゴミ回収代※事前予約価格※ ¥600 □

５ 【501】時間延長（１時間につき3000円／１グループ）※事前予約価格※ ¥3,000 □

ペ 【追加食材】単品・焼き野菜 ¥400

｜ 【追加食材】単品・焼きそば１キロ ¥1,250

ジ お 【追加食材】特選殻付きホタテ１枚 ¥250

肉 【追加食材】有頭赤えび１尾 ¥120

・ 【追加食材】フランクフルト（５本セット） ¥1,000

海 【追加食材】豚バラ串 （１２本セット） ¥1,250

鮮 【追加食材】カットコーン（１５個セット） ¥1,250

・ 【追加食材】焼きおにぎり１個 ¥100

サ 【追加食材】おでんセット（約１０人前） ¥5,000

イ 【追加食材】安芸津産殻付きカキ２０個 ¥4,000

ド 【追加食材】安芸津産殻付きカキ５０個 ¥9,000

メ 【追加食材】安芸津産殻付きカキ８０個 ¥12,000

ニ 【追加食材】 並ＢＢＱ肉※１人前※（４人前からのご注文） ¥1,190

ュ 【追加食材】上質ＢＢＱ肉※１人前※（４人前からのご注文） ¥2,140

| 【追加食材】特選ＢＢＱ肉※１人前※（４人前からのご注文） ¥2,290

・ 【追加食材】ＵＳ産牛タンスライス500g（約５人前） ¥3,000

デ 【追加食材】ポークスペアリブ70ｇ（10個入り） ¥2,500

ザ 【追加食材】ミニッツチーズサーブ500ｇ（約３０個入り） ¥1,500

| 【追加食材】粗挽きウィンナーバジル500ｇ（２５本入り） ¥1,500

ト 【追加食材】ジャンバラヤ１キロ ¥1,000

【追加食材】キムチ ¥500

【追加食材】えだまめ ¥500

【デザート】完熟やきいも ¥500

【デザート】キャラメルナッツ3袋セット キャラメル味 ¥1,000

【デザート】キャラメルナッツ3袋セット 塩キャラメル味 ¥1,000

【デザート】焼きマシュマロBBQセット５～１０人前分相当 ¥1,000

【追加食材】まんぷくオリジナルＢＢＱたれ300ml ¥350

【追加食材】塩コショウ（ミニボトル85g） ¥250

【追加食材】おろしニンニク（ミニチューブ43ｇ） ¥250

【追加食材】しょう油（ミニボトル300ml） ¥250

【追加食材】塩（ミニボトル100ｇ） ¥250

【追加食材】レモン果汁（ミニボトル70ml） ¥250

【追加食材】サラダ油（ミニボトル265g） ¥250

【追加食材】カットレモン ¥300

【100＋101】ビールサーバー＆キリン一番搾り ７Ｌ ¥9,000

【100＋102】ビールサーバー＆キリン一番搾り１５Ｌ ¥15,000

【100＋103】ビールサーバー＆キリン一番搾り２０Ｌ ¥18,000

【101】（詰め替え用） キリン一番搾り７Ｌ ¥6,000



生 【102】（詰め替え用） キリン一番搾り１５Ｌ ¥12,000

３ ビ 【103】（詰め替え用） キリン一番搾り２０Ｌ ¥15,000

／ | 【100】ビールサーバー１台につき※樽以外一式※ ¥3,000

５ ル 【112＋110】 ビールサーバー＆サッポロ黒ラベル１０Ｌ ¥11,000

ペ ・ 【112＋111】 ビールサーバー＆サッポロ黒ラベル２０Ｌ ¥18,000

｜ ド 【112】ビールサーバー１台につき※樽以外一式※ ¥3,000

ジ リ 【110】（詰め替え用） サッポロ黒ラベル１０Ｌ ¥8,000

ン 【111】（詰め替え用） サッポロ黒ラベル２０Ｌ ¥15,000

ク 【112＋120】サーバー＆サントリー角ハイボール １０Ｌ ¥15,000

【120】（詰め替え用） サントリー角ハイボール １０Ｌ ¥12,000

【112＋121】サーバー＆サッポロプレーンサワー １０Ｌ ¥11,000

【121】（詰め替え用） サッポロプレーンサワー １０Ｌ ¥8,000

【ドリンク類】ノンアルコールビール 350ml ¥230

【ドリンク類】緑茶 ２Ｌペットボトル ¥250

【ドリンク類】ミネラルウォーター ２Ｌペットボトル ¥280

【ドリンク類】コーラ 1.5Ｌペットボトル ¥280

【ドリンク類】オレンジジュース 1.5Ｌペットボトル ¥280

【ドリンク類】アップルジュース 1.5Ｌペットボトル ¥280

【ドリンク類】カルピス 1.5Ｌペットボトル ¥280

【ドリンク類】サイダー 1.5Ｌペットボトル ¥280

【ドリンク類】ロックアイス１キロ ¥300

【ドリンク類】ブロックアイス1.5キロ ¥300

商品名 単価（税抜） 数量

【出張追加器材】バーベキューコンロ（Ｍ）セット ¥2,000

【出張追加器材】アルミテーブル ¥1,000

【出張追加器材】単品・アウトドアチェア ¥400

【出張追加器材】単品・タープテント（2.5m×2.5m） ¥3,200

コ 【出張追加器材】単品・２人掛けベンチ ¥500

| 【出張追加器材】テント専用サイドシート横幕１枚 ¥500

ス 【出張追加器材】クーラーボックス２５Ｌ※氷つき※ ¥1,300

オ 【出張追加器材】どぶづけ１２０Ｌ（缶やペットボトル冷却用）※氷つき※ ¥3,500

プ 【出張追加器材】屋外用携帯ＬＥＤ投光器（夜間照明用） ¥2,500

シ 【出張追加器材】野外用携帯ガスヒーター（ボンベ２本つき） ¥1,500

ョ 【出張追加器材】ブルーシート新品（3.6m×5.4m） ¥1,200

ン 【出張追加器材】中古ブルーシート（3.6m×5.4m） ¥800

器 【出張追加器材】火おこし道具セット ¥800

材 【出張追加器材】らくらく火おこし器 ¥500

【出張追加器材】焼き網（40㎝×60㎝） ¥300

【出張追加器材】木炭３キロ ¥500

【出張追加器材】木炭６キロ ¥1,000

【出張追加器材】着火剤 ¥200

【出張追加器材】チャッカマン ¥200



【出張追加器材】炭ばさみ ¥200

４ 【出張追加器材】軍手1双 ¥100

／ 【出張追加器材】ガストーチ（ボンベ1本つき） ¥1,000

５ 【出張追加器材】水栓コック付きウォータータンク20Ｌ ¥1,500

ペ 【出張追加器材】鉄板（30㎝×42㎝） ¥1,000

｜ 【出張追加器材】鉄板（30㎝×30㎝） ¥700

ジ 【出張追加器材】鉄板用へらセット ¥200

【出張追加器材】焼きそば用・炒め物用アルミプレート ¥300

【出張追加器材】箸・皿・紙コップ（１０個セット入り） ¥300

【出張追加器材】紙皿・割箸（１０個セット入り） ¥200

【出張追加器材】プラスチックコップ（１０個入り） ¥200

【出張追加器材】紙コップ（１０個入り） ¥100

【出張追加器材】キッチンばさみ ¥200

【出張追加器材】調理用トング ¥200

【出張追加器材】ステンレスバット ¥200

【出張追加器材】ペーパータオル（200枚入り） ¥300

【出張追加器材】包丁・まな板セット ¥300

【出張追加器材】アルミホイル ¥300

【出張追加器材】カセットコンロ（ボンベ１本つき） ¥1,000

【出張追加器材】熱燗セット（カセットコンロつき） ¥1,800

【出張追加器材】やかん ¥500

【出張追加器材】なべ ¥500

【出張追加器材】寸胴なべ ¥1,500

【出張追加器材】寸胴なべ（大） ¥2,500

【出張追加器材】なべ用お玉 ¥200

【出張追加器材】ワインオープナー ¥200

【出張追加器材】卓球台テーブルセット ¥2,000

【出張追加器材】スタッフによる火おこし ¥800

商品名 単価（税抜） 数量

【倉庫貸出返却】バーベキューコンロ（Ｓ）セット ¥1,500

【倉庫貸出返却】バーベキューコンロ（Ｍ）セット ¥2,000

【倉庫貸出返却】アルミテーブル ¥1,000

【倉庫貸出返却】アウトドアチェア ¥400

【倉庫貸出返却】タープテント（2.5m×2.5m） ¥3,200

【倉庫貸出返却】２人掛けベンチ ¥500

【倉庫貸出返却】テント専用サイドシート横幕１枚 ¥500

倉 【倉庫貸出返却】折りたたみアルミ製リヤカー ¥3,500

庫 【倉庫貸出返却】クーラーボックス２５Ｌ※氷つき※ ¥1,300

レ 【倉庫貸出返却】どぶづけ１２０Ｌ（缶やペットボトル冷却用）※氷つき※ ¥3,500

ン 【倉庫貸出返却】屋外用携帯ＬＥＤ投光器（夜間照明用） ¥2,500

タ 【倉庫貸出返却】野外用携帯ガスヒーター（ボンベ２本つき） ¥1,500

ル 【倉庫貸出返却】ブルーシート新品（3.6m×5.4m） ¥1,200



器 【倉庫貸出返却】中古ブルーシート（3.6m×5.4m） ¥800

５ 材 【倉庫貸出返却】火おこし道具セット ¥800

／ 【倉庫貸出返却】らくらく火おこし器 ¥500

５ 【倉庫貸出返却】焼き網（40㎝×60㎝） ¥300

ペ 【倉庫貸出返却】木炭３キロ ¥500

｜ 【倉庫貸出返却】木炭６キロ ¥1,000

ジ 【倉庫貸出返却】着火剤 ¥200

【倉庫貸出返却】チャッカマン ¥200

【倉庫貸出返却】炭ばさみ ¥200

【倉庫貸出返却】軍手1双 ¥100

【倉庫貸出返却】ガストーチ（ボンベ１本つき） ¥1,000

【倉庫貸出返却】水栓コック付きウォータータンク20Ｌ ¥1,500

【倉庫貸出返却】鉄板（30㎝×42㎝） ¥1,000

【倉庫貸出返却】鉄板（30㎝×30㎝） ¥700

【倉庫貸出返却】鉄板用へらセット ¥200

【倉庫貸出返却】焼きそば用・炒め物用アルミプレート ¥300

【倉庫貸出返却】箸・皿・紙コップ（１０個セット入り） ¥300

【倉庫貸出返却】紙皿・割箸（１０個セット入り） ¥200

【倉庫貸出返却】プラスチックコップ（１０個入り） ¥200

【倉庫貸出返却】紙コップ（１０個入り） ¥100

【倉庫貸出返却】キッチンばさみ ¥200

【倉庫貸出返却】調理用トング ¥200

【倉庫貸出返却】ステンレスバット ¥200

【倉庫貸出返却】ペーパータオル（200枚入り） ¥300

【倉庫貸出返却】包丁・まな板セット ¥300

【倉庫貸出返却】アルミホイル ¥300

【倉庫貸出返却】カセットコンロ（ボンベ1本つき） ¥1,000

【倉庫貸出返却】熱燗セット（カセットコンロつき） ¥1,800

【倉庫貸出返却】やかん ¥500

【倉庫貸出返却】なべ ¥500

【倉庫貸出返却】寸胴なべ ¥1,500

【倉庫貸出返却】寸胴なべ（大） ¥2,500

【倉庫貸出返却】なべ用お玉 ¥200

【倉庫貸出返却】ワインオープナー ¥200

【倉庫貸出返却】卓球台テーブルセット ¥2,000

【倉庫貸出返却】燻製器ステンレススモーカー ¥2,500

【倉庫貸出返却】ドラム缶バーベキューコンロセット ¥6,000


