
食品原材料表     2021.7.17 改正 

ＢＢＱセット          こだわりＢＢＱセット 

牛肉        アメリカ産牛肉             知多牛（響） 

豚肉        アメリカ産豚肉ロース、バラ       知多豚ロース、バラ 

野菜        にんじん、キャベツ、玉ねぎ、かぼちゃ、ピーマン（季節により変更有） 

焼きそば     小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩/グリシン、かんすい、乳化剤、クチナシ色素 

          （原材料の一部に小麦・大豆を含む） 

焼きそばソース 砂糖、食塩、粉末ソース、たん白加水分解物、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、 

         煮干し粉末、動物油脂、ポークエキスパウダー、クローブ、シナモン、セージ、 

         ローレル、クミン/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、甘味料、（ステビア） 

         香料、（一部に乳成分、大豆、豚肉を含む） 

  

焼肉のたれ     醤油（国内製造）、ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味料、味噌、砂糖、おろし生姜、 

おろしにんにく、食塩、蛋白加水分解物、植物油、醸造酢、すりごま、いりごま 

唐辛子/アナト一色素、増粘多糖類、 

調味料（アミノ酸）（原材料の一部に小麦・ごま・大豆を含む） 

カレーセット 

野菜          ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ 

肉          豚サイコロ肉 

カレールウ       グリコ 熟カレープレミアム中辛 

            グリコ 熟カレープレミアム甘口 のどちらか選択（団体様単位） 

            食用油脂（牛脂、ラード、パーム油）（国内製造）、小麦粉、コンスターチ、カレー粉、 

食塩、砂糖、りんごペースト、ポークブイヨン、カカオマス、ドミグラスソース、バ

ナナペースト、にんにくペースト、玉ねぎペースト、トマトペースト、ポークエキス、

たん白加水分解物、チキンブイヨンパウダー、酵母エキス、ニンニクパウダー、         

乳等を主要原料とする食品、ポーク風味ペースト、デキストリン/調味料（アミノ酸

等）、カラメル色素、乳化剤、香辛料抽出物、甘味料（スクラロース）、香料、 

（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・バナナを含む） 

原材料に含まれるアレルギー物質（２８品目中） 

       乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・バナナ 

焼きそばセット 

野菜         キャベツ、ニンジン、もやし（季節により変更有） 

肉          豚小間肉 

焼きそば・ソース 上記同様 



３０００円

各３００円
１０００円
２０００円

軽量カップ
（各班１個はない位）

チャッカマン
（各班１個はない位）

左備品
＋

包丁×２
まな板×２
ボウル×1

バーベキュー場 備品 貸出一覧
塩コショウ

マッチ

ボウル

包丁・まな板

共
通
貸
出
備
品

無料

トング

ＢＢＱ用テーブル備品

カレー、焼きそばセットの火（燃料）は薪です

飯ごう・鍋
鉄板

ガスコンロ

大型クーラーＢＯＸ

特殊調理器具
レンタル料金表

CUBE氷3袋付き
追加氷は板氷1.9キロ500円

・ゴミの分別処理をお願いします（ガラス製品瓶、発砲スチロール箱はお持ち帰り）

・焼きそばセットの鉄板はコンロ上の状態でＯＫです（食べ残しはゴミ箱へ）コンロ内の炭火はそのままでＯＫです　　

・テーブル、コンロ、流し周辺のゴミを拾って下さい　　

※大型ドリンククーラー
５００ｍｌが１００本入る

片づけについて

・綺麗に洗って返却お願いします　　

・スタッフにて点検させて頂きます　　

・返却場所等はスタッフの指示に従って下さい　　

焼きそば用テーブル備品

鉄板・フライ返し・ピーラー

炭・焼網・焼きそばプレート
着火剤・軍手・うちわ

カレー用テーブル備品

鍋・飯ごう・ピーラー×２
しゃもじ・お玉・説明紙

※飯ごう一個 最大５合炊き

６人班
３合×２
５人班
５合×1

お米の準備について
・８人班
４合×２
・７人班

４合×１　３合×1



※鉄板はそのままでOK！鉄板上の残飯は生ゴミへ

④焼きそば麺を炒める
⑤最後に、ソースをからめてできあがり

※食事がおわったら、洗い物をきれいに洗って返却
※テーブル周囲、コンロ周囲のゴミ拾いお願いします

★ おいしい焼きそばの作り方
①野菜を下処理し細切りする
②鉄板を熱し、肉を炒める
③肉に火が通ったら、野菜を入れ一緒に炒める

             おいしい　焼きそば　を作ろう！

★ 上手に火を付けよう
①着火剤（新聞紙）を丸くつぶし、囲うように薪を井形に組む
②小薪を中央部分に差し込み、着火剤に火を付ける
③火が弱くなってきたら薪を足していく



↓

↓

（１名）

↓

↓

↓

↓

火力の調整
薪の追加

使わない調理器具は洗って返却する

食　　事

↓

残り炭はＧＶスタッフが

片づけます

①肉を炒める

②野菜投入→炒める

③そば麺投入→炒める

④ソースをふりかけ、ヘラでまぜまぜ

完成

薪を組む

焼きそば作り　　担当の流れ　(約1時間）

↓

↓

かまど係（２人）

ＧVスタッフから挨拶、説明。その後、各班一名食券を持ってＢBQハウスに食材の引き取りへ行く

焼きそば調理係（4人」）

着火のレクチャーを受ける

↓

・野菜を洗って、皮むき

・野菜を細切りに

↓

    洗う(鉄板はそのままでOK）

（食器用洗剤）

（金たわし）

↓

着火→強火

（生ごみ・紙ごみ・プラゴミ）

↓

※食材の残飯、お皿、おはし等、分別してごみ箱へ（お皿はきれいに重ねて下さい）

清掃

（かまど周り）

（テーブル周り）

（その他気付いた所）（スポンジ）

厳しいチェック



名 ＋ 名 食

合計 名 合計 名 合計 名

班 テーブル№ 食材数 班 テーブル№ 食材数 班 テーブル№ 食材数

合計 名 合計 名 合計 名

班 テーブル№ 食材数 班 テーブル№ 食材数 班 テーブル№ 食材数

　備考

バーベキュー場　　グループ分け表
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

組 組 組

　　　　　　　　単価　  　　　円

入園時間 デイキャンプ開始時間 退園時間

　　月　　日（　　）実施

ご担当者様 ＴＥＬ

南知多グリーンバレイ　ＦＡＸ　　0569-62-3418
尚、期限を過ぎてしまいますと、席割りでの準備が出来ません

各テーブルに食材引換券を用意いたします

・最終食材変更は前日12：00まで厳守でお願い致します
その後の食材変更は買い取りとさせて頂きます

１班８人で班を作って下さい
・上記に必要事項を記入し、ご来園１週間前までには必ずＦＡＸでお送り下さい

バーベキューハウスにて食材とお引換下さい

ＦＡＸ

組 組 組

食材プラン 生徒数 引率数 合計



名 ＋ ③10 名 食

合計 　29　名 合計 31名 合計 10　名

班 テーブル№ 食材数 班 テーブル№ 食材数 班 テーブル№ 食材数

1 1 6 1 6 6 先生 11 5

2 2 6 2 7 6 先生 12 5

3 3 6 3 8 6

4 4 6 4 9 6

5 5 5 5 10 7

・青地の場所の記入お願い致します

・③　引率の先生の人数

ご担当者様　　　〇〇　〇〇 ＦＡＸ　〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

退園時間

合計

②60 70

・①　食材プラン　（焼きそばセット　８００円）

・②　生徒の人数

ＴＥＬ　〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

南知多グリーンバレイ　ＦＡＸ　　0569-62-3418
尚、期限を過ぎてしまいますと、席割りでの準備が出来ません

各テーブルに食材引換券を用意いたします

・最終食材変更は前日12：00まで厳守でお願い致します
その後の食材変更は買い取りとさせて頂きます

１班6人で班を作って下さい
・上記に必要事項を記入し、ご来園１週間前までには必ずＦＡＸでお送り下さい

バーベキューハウスにて食材とお引換下さい

10:00 10:10 14:00

　備考

バーベキュー場　　グループ分け表(記入例）
団体名　　　　　　　　　〇〇〇〇〇　　　　　様

１　組 ２　組 先生　　組

食材プラン

入園時間 デイキャンプ開始時間

①焼きそばセット
　　　　　　　　単価　800 円

生徒数 引率数

　〇月　〇日（〇）実施

・野菜の皮むき、カット、調理は各テーブルにてお願いします



遠足焼きそば作りの流れ（約 1時間） 
・一週間前までにグループ分け表の FAXを 

※１班 6人グループにてお願いします 

※参加人数を 6で割った端数の 6人以下のグループは可能です 

（前日のお昼正午まで食材数の変更可能） 

班内にて担当を決めておく・かまど担当・焼きそば担当（片付けは全員） 

当日 
・当園スタッフが諸注意を説明 

・各テーブルに食材引換券を準備（BBQハウスにて食材引き取り） 

・焼きそば作り開始 （火のつけ方のレクチャー） 

・食事 

・片付け（洗い物、テーブル周囲の清掃） 調理器具は各返却口へ 

・鉄板はそのままで OK 残飯は生ゴミへ 

（最終チェックは当園スタッフが行います） 

（ゴミは、生ゴミ・紙ゴミ・プラゴミに分別してゴミ箱へ） 

（かまどの中の残り炭はそのままでＯＫです） 

持ち物（一人１双の軍手・１班１日分の新聞紙） 

※あくまでも先生主体で行事進行をお願いします 



アスレチック（１時間半） 

・きけん種目の確認（④と⑬は中学生以上の年齢制限） 

・アスレチックコースを 3 コースに分ける事ができます 

① ～⑩ ⑪～⑱ ⑲～㉚ 逆走は✖ 

更衣室の確認（無料温水シャワー有り）（池ポチャ用着替え） 

当日 
・けが防止のため軍手着用がおすすめ 

・先生が危険と判断した種目に先生が付いて注意喚起を行ってください 

・けがをしてしまって動けない場合は 

当園代表電話番号 

0569-62-3939 に連絡を 

現場に急行し応急処置を行ったのち、 

その後の措置を先生と相談 

病院  車 10分圏内に知多厚生病院・浜田整形外科 

持ち物 

学校にあればトランシーバー（au 携帯電波弱い＆圏外） 

※天候が悪い場合のプランを考えておくと当日安心です 

（暴風警報が８時に出ていると休園。活動中の発表も休園になります） 



先生からの質問のまとめ 

・デイキャンプ場の指定テーブルは 16時まではお客様の席としてご利用いただけます 

（１１月・１２月は１５時まで） 

・水分補給について、ウォータージャグに麦茶を準備します 

（自動販売機での購入不可の学校のみ） 

水筒に補給してください 

・キャンセル料について 

感染者増等で学校責任者が行事全体を中止と判断せざるを得ない場合

はキャンセル料０円（前日、当日も） 

【個人の欠席についての変更は前日正午まで変更可能。それ以降は変更不可】 

ただし、危険度が増した場合はその時点で食材はキャンセルして頂くと 

助かります（持ち込みプランに変更）インフルエンザについても同上 

・食材プランについて＋入園料（引率の先生の入園料は０円） 

（下記の項目、料金をグループ分け表の食材プランに記入して下さい） 

・焼きそばセット ８００円 

・持ち込みプラン（食材、食器全て持ち込み） 高校生５００円、小中学生３００円 

（持ち込みプランの場合先生の料金は頂きません） 

・デイキャンプ場テーブル使用のみ 高校生以上３００円 小中学生２００円 

 

 



・デイキャンプ場の消毒・手洗い洗剤について 

設置しておりませんので、ご利用の場合は持ち込みしてください 

 

・実施日の団体様の変更について 

追加、変更、キャンセルがあった場合は旅行会社を通じてご連絡させてい

ただきます。 

 

・当日の他団体様との打ち合わせについて 

当園といたしまして、仲介に入ることが出来ませんので、団体様同士で 

当日の時間調整、（デイキャンプ場の流し場）等をお願い致します。 

例）  A校様は 入園→焼きそば作り→アスレチック→退園 

    B校様は 入園→アスレチック→焼きそば作り→退園 
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入園時間／ 退園時間／

デイキャンプ開始時間／ デイキャンプ終了時間／

BBQプラン

デイキャンプ場　見取り図

実施日 月　　　　日（　　　）

団体名

参加人数

様

出入口 出入口 出入口 出入口

調理台

68

67

6　ごみは分別回収にてお願いします。
7　調理器具は洗って所定の場所にお戻しください。

※　注意とお願い

1　収容人数576人です。（72テーブル ８人掛け）
2　全テーブル屋根付き,雨天時利用可能です。
3　各テーブル前のかまどをご利用ください。
4　各テーブルは、６～８人がけにてお願いします。
5　流し（水道、シンク）は共同にてご利用ください。



管理者：憩いの農園さん
TEL0569-62-1851
（当園とは経営が異なります。） ※有料駐車場手前約200mに

　無料駐車場もあります。

BBQ HOUSE

おえかき

キッズランド

カフェエリア
※土日祝・
大型連休のみ

BBQ HOUSE

（冬期

※HPにて要確認

※TELにて要確認

※TELにて要確認

※TELにて要確認

※HPにて要確認

打越77-1

じゃぶじゃぶ池

フードエリア
※土日祝・
大型連休のみ

※④・⑬のアスレチックは中学生
　以上です。
※混雑時スタート地点の分散に
　ご協力ください。

29

28

27
2122
23

2426

25

20

⑲スタート！

18

17
16 15

14⑬
12

9

⑪スタート！

7
8

6
3

2

④
5

10

①スタート！

㉚ゴール！

喫煙所多目的トイレ

混雑時⑪、⑲番から
スタートできます！

混雑時はここから
スタートできます！

混雑時はここから
スタートできます！

10月頃～

7月頃～

9月頃～

※中学生以上

※中学生以上



ブルーベリー狩り or いも掘り or みかん狩り

3,000円

2,500円

1,000円

大人・高校生

中学生・小学生

幼児

中 網   99,000円（税込）まかない付〔対象人数：約30～50名様前後〕
126,500円（税込）まかない付〔対象人数：約80～100名様前後〕

地曳網料金

フィールドアスレチックとは...

フィールド
アスレチック

1.コースには危険を伴うものもありますので、真剣にプレイをしましょう。
2.出来ないと思ったら、やめる勇気を持ちましょう。
3.ケガ・衣服の損害には、責任を負いませんので、
　くれぐれもご注意ください。
4.運動靴を着用してください。
5.コース内は禁煙です。タバコは喫煙所でお願いします。
6.池では絶対に泳がないこと。
7.イカダ、スライダーなど年齢制限があります。
8.幼児の方はつきそいの方の判断でプレイさせてください。

注意事項

1.フィールドアスレチックコースの逆走は禁止です。
2.フィールドアスレチックには指導者も先生もおりません。誰も号令をか
　けません。命令もしません。必ずあなたひとりの判断で行動してください。
3.他の人の行動を命令するのはやめましょう。
4.照れたり、恥ずかしがらずに行動してください。皆んなで楽しく笑いな
　がら汗を流しましょう。
5.きゅうくつな服装をしていませんか、思いきり体を動かせるように楽な服
　装で運動しましょう。
6.自然を愛する心を持ちましょう。1本の草にも命があります。
7.みんなの楽しい広場として、各施設は大事に使いましょう。

●フィールドアスレチック30ポイント
　スタート地点にスコアカードがあります  所要時間1時間30分
●アスレボール
　約10万個のカラーボールが入ったボールプール

●冒険ダンジョン
　木製の立体迷路
●ウォーターアスレチック（夏期のみ）
　すべり台・ウォータースライダーなども
　楽しめるアスレチックプール

フィールドアスレチックのエチケット

バンジージャンプ

　ご存知・絶叫アトラクション

※体重制限有り（着衣で35kg～109kg）

※身長制限有り（120cm以上）

　　　  平日16：30　休日16：50
（11月～ 平日15：30　休日15：50）
※終了時間近くは混雑が予想されます
　のでお早めにお越しください。

500円パターゴルフ 9ホール、パー36のパターコース

2,000円 ※保険料を含む

3人乗 3,600円  2人乗 3,000円  1人乗 2,000円 ※保険料を含む

スカイコースター

　鳥になれる気分爽快アトラクション

一　　般
大人・高校生 中・小学生・幼児3歳以上
1,100円 600円
1,000円 500円団体（25名以上）

入園料

入園料で御利用いただける施設

別途料金が必要な施設別途料金が必要な施設

高等学校
料　金

※長期休暇以外の平日限定

500円
中・小学生・幼児 400円

学校団体

季節のくだもの狩り※作柄により開始日・終了日が変動しますので必ずお問い合わせください。

南知多グリーンバレイ  地曳網コース

メニュー（食材内容はホームページにてご確認いただけます） 料　金

カレーセット（お米1合付）〈デイキャンプ場限定・25名様以上の団体のみ〉 800円

焼そばセット〈デイキャンプ場限定・25名様以上の団体のみ〉 800円

バーベキュー牛・豚肉セット（焼そば付） 1,500円

こだわりバーベキュー知多牛・知多豚肉セット（焼そば付） 2,000円

網・まな板・包丁などの道具・燃料（炭）
※食器無し〈各種調理器具有料レンタル有り〉

食材持込プラン

全メニュー原則前日の午前中迄にご予約ください。

食材付きメニューは前日のお昼（12時）以降、キャンセル料が発生します。
食材の単品販売もありますが在庫限りですので、品切れの際はご容赦ください。

バーベキューセットは当日申込みできますが、状況によってはお受けできない場合がありますので
ご了承ください。※季節によりラストオーダー時間が異なりますのでご注意ください。

大人・高校生500円
（幼児以上中学生300円）

バーベキューメニュー（デイキャンプ場またはバーベキューハウスにてご利用いただけます）

ブルーベリー狩り
（7月頃～）

大人・高校生

料  金

中・小学生・幼児 500円

600円

大人・高校生

中・小学生・幼児 500円

600円

600円
大人・高校生

中・小学生・幼児

・捕まえた魚は、南知多グリーンバレイの
　デイキャンプ場にてバーベキューと共にお召し上がりください。

いも掘り
（9月頃～）

みかん狩り
（10月頃～）

※味覚狩りセットは前日正午迄のご予約が必要です。　
※こだわりバーベキュー知多牛・知多豚肉セットをご希望の場合はプラス500円となります。

味覚狩りお値打ちセットプラン
入 園 料

・ブルーベリー狩り
・いも掘り
・みかん狩りのどれか1つ

バーベキュー 

おみやげ付

おみやげ付

4月～10月

利用時間 AM10：00～PM4：00（11月以降PM3：00まで）
・雨天利用可能・最大収容人数 600名

大 網
※別途入園料＋バーベキューセット料金が必要です。

4月・10月は漁師汁をお作りいたします。5月～9月は焼網と炭をご用意いたします。

食材 + 食器付

食材 + 食器付

食材 + 食器付

食材 + 食器付

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　  　  ）

予約制

予約制

予約制

おみやげ別売
1袋
300円

食材無し

予約不可・先着順

終了時間　

※状況によりみかん狩りのおみやげ販売ができない場合があります。
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