
　イ イ ヨ サ ン

下記の太線枠内にご記入ください。

※ゴミは、各自で必ずお持ち帰り下さい。
・前日、当日のキャンセルは食材の買い取りとなりますのでご了承ください。（台風の場合も買い取りとなります）

・テントの指定は受付しておりません。

・テント、イス、テーブルの持ち込みは可能ですが、別途区画使用料（1,000円）が発生します。

　（コンロセット満床の場合に限ります）

・施設内へのBBQ機材や食材などの持ち込みは禁止です。飲料（ビンは不可）の持ち込みは可能です。

・BBQセットには、油、調味料、紙皿、割り箸などはついておりません。園内売店でも販売しております。

・釜、木炭及び発電機、電気器具類の持ち込みは禁止です。

・園内での販売行為、商売行為、許可無きイベントなどは禁止です。

・その他、係員の指示に従って頂けない場合は退場して頂くこともございますので、予めご了承ください。

予 約 名

申込責任者
（20歳以下の場合は、
成人の方の同伴が必

要です）

平成　　　○　年　　　○　月　　　　○　日　（　○　）

　　とよさき　たろう

　　豊　崎　太　郎　（会社名・団体名）

ふりがな

氏 名 　　豊　崎　太　郎　　　年齢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）

電話番号携帯　090-0000-0000　　　　職場　098-850-0000　　　　自宅　098-850-0000

住所 豊見城市字豊崎5-1

BBQ　食材コース　※各コース、5名様以上からのご注文となります。ご了承ください。

名　　称 金　　額 セ　ッ　ト　内　容 タレ付 注文数 小　　　計

記入
例

ふりがな とよさき　たろう ふりがな とみぐすくし　とよさき

領収証名

　　　　株式会社豊崎ちゅらさんビーチ

　　10時　00分～　　　　20時　00分

備考

FAX 098-850-1143
TEL 098-850-1139 予約受付時間/09：00～17：00

FAX送信後、電話確認お願いします

予約
受付

変更
受付

ご予約、変更、キャンセルについては、利用予定日２日前の午後
５時までの受付となります。

利用年月日 BBQ利用時間

11,000

B　コース ￥1,400
（1人前）

牛ロース150g（ニュージーランド産）、鶏ももスライス100g（ブラジル産）、焼き鳥
２本（中国産）、ウィンナー２本（アメリカorブラジル産）、野菜セット100g、カット
コーン（ニュージーランド産）

有　・　無
人分

A　コース ￥1,100
（1人前）

穀物牛肩ロース150g（アメリカ産）、焼き鳥２本（中国産）、ウィンナー２本（アメリ
カorブラジル産）、野菜セット100g、カットコーン（ニュージーランド産） 有　・　無 10人分

BBQ　テント機材レンタル　※コンロセットが満床の場合に限り、BBQ機材の貸し出しを行います。
名　　称 金　　額 セ　ッ　ト　機　材 対応人数 注文数 小　　　計

C　コース ￥1,600
（1人前）

穀物肥育牛ロース150g（オーストラリア産／ニュージーランド産）、琉球あぐー
（うで・もも）80g（県産）、焼き鳥２本（ブラジル産）、ウィンナー２本（アメリカ産）、
やきそば麺100g（国産）、野菜セット100g

有　・　無
人分

E　コース ￥2,600
（1人前）

沖縄産　おきなわ和牛　肩150g、沖縄産　琉球あぐーうで・もも80g、沖縄産　イ
バノ島豚ソーセージ90g　1本、北海道産　ホタテ片貝2個、インド産　無頭ブラッ
クタイガー16/20　2尾、中国産　赤イカ80g、焼きそば麺100g、カット野菜（キャベ
ツ・ピーマン・たまねぎ）100g

有　・　無
人分

D　コース ￥2,200
（1人前）

黒毛和牛肩150g（県産）、牛カルビ80g（アメリカ産）、琉球あぐー（うで・もも）80g
（県産）、ボイル帆立（M）2個（国産）、焼き鳥２本（ブラジル産）、ウィンナー２本
（アメリカ産）、やきそば麺100g（国産）、野菜セット100g

有　・　無 10人分 22,000

台
※ご自分でテント・イス・テーブル等を持ち込みされる場合
（コンロセットが満床の場合に限ります）

BBQ機材貸出 ¥3,500 台

セ　ッ　ト　内　容

13,000
コンロセットB

テント（大）

\8,000
①ガスコンロ　②コンロ架台　③ガスボンベ　④鉄板
⑤チャッカマン　⑥トング　⑦コテ　⑧テーブル　⑨テント（大）

5～20人
前後対応 台

コンロセットA
テント（中）

\6,500
①ガスコンロ　②コンロ架台　③ガスボンベ　④鉄板
⑤チャッカマン　⑥トング　⑦コテ　⑧テーブル　⑨テント（中）

5～20人
前後対応 2台

合計金額 65,650

※食材や瓶類の持込は一切禁止です。下記注意事項に同意の上、FAXを送信して下さい。

注
意
事
項

※内容は予告や事前通知せずに変更する場合があります。予めご了承ください。

【BBQ利用時間】4月～10月/10：00～20：00
　　　　　　　　　　11月以降 /10：00～18：00美らSUNビーチ　BBQ申込み書

ご予約は、申込書を直接提出するか、ＦＡＸでの受付
となります。（変更受付も同様です。）

14,200オリオンドラフト（20L）

オリオンドラフト（10L）

キリン淡麗　　（7L）

ビールサーバー

¥14,200

¥7,200

¥4,650

※ビールサーバー用氷付き

1　個

個

個

2,700

焼きそば 100g
\150

（１人前）

シーフード
（海鮮）コース

\2,750
（5人前） 1　個 2,750

おにぎり ¥180 15　個２個入り　約200g

有頭エビ1尾約43g×5尾（フィリピン産）、赤イカ（カット）300g（中国産）、
ボイル帆立1個約30g×5個（北海道産）、シーフードミックス串（エビ・イカ・タコ）5本（タイ産）

オプション　※ビールサーバーセットは要予約。数に限りがあります。

名　　称 金　　額 注文数 小　　　計

区画使用料 ¥1,000



　イ イ ヨ サ ン

下記の太線枠内にご記入ください。

※ゴミは、各自で必ずお持ち帰り下さい。
・前日、当日のキャンセルは食材の買い取りとなりますのでご了承ください。（台風の場合も買い取りとなります）

・テントの指定は受付しておりません。

・テント、イス、テーブルの持ち込みは可能ですが、別途区画使用料（1,000円）が発生します。

　（コンロセット満床の場合に限ります）

・施設内へのBBQ機材や食材などの持ち込みは禁止です。飲料（ビンは不可）の持ち込みは可能です。

・BBQセットには、油、調味料、紙皿、割り箸などはついておりません。園内売店でも販売しております。

・釜、木炭及び発電機、電気器具類の持ち込みは禁止です。

・園内での販売行為、商売行為、許可無きイベントなどは禁止です。

・その他、係員の指示に従って頂けない場合は退場して頂くこともございますので、予めご了承ください。

美らSUNビーチ　BBQ申込み書 【BBQ利用時間】4月～10月/10：00～20：00
　　　　　　　　　　11月以降 /10：00～18：00

TEL 098-850-1139 予約受付時間/09：00～17：00

FAX 098-850-1143 FAX送信後、電話確認お願いします

予約
受付

ご予約は、申込書を直接提出するか、ＦＡＸでの受付
となります。（変更・キャンセルも同様です。）

変更
受付

ご予約、変更、キャンセルについては、利用予定日２日前の午後
５時までの受付となります。

備考

利用年月日 平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日　（　　　　） BBQ利用時間 　　　　時　　　分～　　　　　　時　　　分

ふりがな 領収証名

予 約 名 　　　

申込責任者
（20歳以下の場合は、
成人の方の同伴が必

要です）

ふりがな ふりがな

氏 名 　　　　　　　　　　　　　年齢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）

住所

電話番号携帯　　　　　　           　　　　　　　職場　　　　　　　　　　　　　　自宅

BBQ　食材コース　※各コース、5名様以上からのご注文となります。ご了承ください。

名　　称 金　　額 セ　ッ　ト　内　容 タレ付 注文数 小　　　計

A　コース ￥1,100
（1人前）

穀物牛肩ロース150g（アメリカ産）、焼き鳥２本（中国産）、ウィンナー２本（アメリ
カorブラジル産）、野菜セット100g、カットコーン（ニュージーランド産） 有　・　無

人分

B　コース ￥1,400
（1人前）

牛ロース150g（ニュージーランド産）、鶏ももスライス100g（ブラジル産）、焼き鳥
２本（中国産）、ウィンナー２本（アメリカorブラジル産）、野菜セット100g、カット
コーン（ニュージーランド産）

有　・　無
人分

C　コース ￥1,600
（1人前）

穀物肥育牛ロース150g（オーストラリア産／ニュージーランド産）、琉球あぐー
（うで・もも）80g（県産）、焼き鳥２本（ブラジル産）、ウィンナー２本（アメリカ産）、
やきそば麺100g（国産）、野菜セット100g

有　・　無
人分

D　コース ￥2,200
（1人前）

黒毛和牛肩150g（県産）、牛カルビ80g（アメリカ産）、琉球あぐー（うで・もも）80g
（県産）、ボイル帆立（M）2個（国産）、焼き鳥２本（ブラジル産）、ウィンナー２本
（アメリカ産）、やきそば麺100g（国産）、野菜セット100g

有　・　無
人分

E　コース ￥2,600
（1人前）

沖縄産　おきなわ和牛　肩150g、沖縄産　琉球あぐーうで・もも80g、沖縄産　イ
バノ島豚ソーセージ90g　1本、北海道産　ホタテ片貝2個、インド産　無頭ブラッ
クタイガー16/20　2尾、中国産　赤イカ80g、焼きそば麺100g、カット野菜（キャベ
ツ・ピーマン・たまねぎ）100g

有　・　無
人分

BBQ　テント機材レンタル　※コンロセットが満床の場合に限り、BBQ機材の貸し出しを行います。
名　　称 金　　額 セ　ッ　ト　機　材 対応人数 注文数 小　　　計

コンロセットA
テント（中）

\6,500
①ガスコンロ　②コンロ架台　③ガスボンベ　④鉄板
⑤チャッカマン　⑥トング　⑦コテ　⑧テーブル　⑨テント（中）

5～20人
前後対応 台

コンロセットB
テント（大）

\8,000
①ガスコンロ　②コンロ架台　③ガスボンベ　④鉄板
⑤チャッカマン　⑥トング　⑦コテ　⑧テーブル　⑨テント（大）

5～20人
前後対応 台

BBQ機材貸出 ¥3,500 ※ご自分でテント・イス・テーブル等を持ち込みされる場合
（コンロセットが満床の場合に限ります）

台
区画使用料 ¥1,000 台

オプション　※ビールサーバーセットは要予約。数に限りがあります。

名　　称 金　　額 セ　ッ　ト　内　容 注文数 小　　　計

おにぎり ¥180 ２個入り　約200g 　個

焼きそば \150
（１人前）

100g

シーフード
（海鮮）コース

\2,750
（5人前）

有頭エビ1尾約43g×5尾（フィリピン産）、赤イカ（カット）300g（中国産）、
ボイル帆立1個約30g×5個（北海道産）、シーフードミックス串（エビ・イカ・タコ）5本（タイ産）

　個

合計金額

※食材や瓶類の持込は一切禁止です。下記注意事項に同意の上署名後、FAXを送信して下さい。

注
意
事
項

※内容は予告や事前通知せずに変更する場合があります。予めご了承ください。

ビールサーバー

¥14,200 オリオンドラフト（20L）

※ビールサーバー用氷付き

　個
¥7,200 オリオンドラフト（10L） 個
¥4,650 キリン淡麗　　（7L） 個


