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バーベキューバーベキュー

バーベキュー会場への送迎。

食材・器材もお任せ！

手ぶらでバーベキュー

お酒が飲める
バーベキューコンロ器材は
無料でレンタルしております。
炭・網・着火剤・食事紙皿セットは
有料サービスでご提供致します。

送迎付だから

全て北星交通が手配致します。

ジャンボタクシー 小型タクシー

当日、食材と器材を積込み、
お客様をお迎えにあがります。

●バーベキュータクシー料金の目安 当社出発から、食材を積み、お客様にご乗車いただき、
目的地までの時間が目安となります。
※ご利用のご注意　BBQ会場での準備、火起こし、片づけ等はBBQの楽しみの一つです。
　お客様ご自身でお願い致します。レンタル用品の返納、ゴミの処理は当社にて行います。

片道40分までの往復運賃
小　　型
ジャンボ

弘前市近郊
8,430円
12,570円

バーベキューの計画が入ったらまずはお電話を
お見積もりをご確認の上
３日前までに予約申し込み

ご利用料金は
当日現金にてお支払いください。

会場に到着後、BBQ開始！
（タクシーは帰ります）

器材は洗わず返却OK! （炭・食べ残しだけ処分して、後はそのままご返却ください。）
ゴミの処分もお任せください。

お約束の時間にお迎えにあがり、
指定場所までお送り致します。

　　　　北星交通株式会社　青森県弘前市茂森新町4-17-1
☎0172-33-3333ご用命・お問合せは

食材・器材については裏面をご覧ください。

※ご利用料金はタクシー料金にBBQ食材費用とその他オプション費が
　加算されます。

北星交通

新型コロナウイルス
対策実施中



北星交通 炭

無料レンタル器材

お得なBBQセットメニュー（有料）

お酒・ソフトドリンク

器材は洗わず返却OK! （炭・食べ残しだけ処分して、後はそのままご返却ください。） ゴミの処分もお任せください。

　　　　北星交通株式会社　青森県弘前市茂森新町4-17-1☎0172-33-3333ご用命・お問合せは

ご
利
用
料
金ご利用料金内訳▶ご利用料金内訳▶

●バーベキューコンロ 大●バーベキューコンロ 大

●お手軽セット1～1.5人前●お手軽セット1～1.5人前

920×300　～8人
（BBQネットはご購入お願いします）
920×300　～8人
（BBQネットはご購入お願いします）

オーストラリア産牛カルビ 50ｇ
アメリカ産牛バラカルビ 50ｇ
カナダ産豚肩ロースカルビ焼肉用 50ｇ
カナダ産豚バラカルビ焼肉用 50ｇ
国産若鶏せせり（鶏首小肉） 50ｇ
アメリカ産とんとろ 50ｇ
伊藤ハム骨付きフランク １本
つけタレ ２個

オーストラリア産牛カルビ 50ｇ
アメリカ産牛バラカルビ 50ｇ
カナダ産豚肩ロースカルビ焼肉用 50ｇ
カナダ産豚バラカルビ焼肉用 50ｇ
国産若鶏せせり（鶏首小肉） 50ｇ
アメリカ産とんとろ 50ｇ
伊藤ハム骨付きフランク １本
つけタレ ２個

●ご馳走セット１～２人前●ご馳走セット１～２人前

北海道産黒牛カルビ 70ｇ
オーストラリア産牛バラカルビ 70ｇ
アメリカ産ブラックアンガス牛タン 50ｇ
カナダ産豚肩ロースカルビ 50ｇ
アメリカ産とんとろ 30ｇ
国産若鶏せせり（鶏首小肉） 30ｇ
伊藤ハム骨付きフランク １本
つけタレ ２個

北海道産黒牛カルビ 70ｇ
オーストラリア産牛バラカルビ 70ｇ
アメリカ産ブラックアンガス牛タン 50ｇ
カナダ産豚肩ロースカルビ 50ｇ
アメリカ産とんとろ 30ｇ
国産若鶏せせり（鶏首小肉） 30ｇ
伊藤ハム骨付きフランク １本
つけタレ ２個

●贅沢セット１～２人前●贅沢セット１～２人前

北海道産黒牛カルビ 50ｇ
北海道産黒牛モモカルビ 50ｇ
アメリカ産ブラックアンガス牛タン 40ｇ
アメリカ産牛バラカルビ 50ｇ
青森県産ガーリック豚肩ロースカルビ 40ｇ
青森県産桜姫鶏モモスライス（焼肉用） 40ｇ
アメリカ産とんとろ 30ｇ
伊藤ハム骨付きフランク １本
つけタレ ２個

北海道産黒牛カルビ 50ｇ
北海道産黒牛モモカルビ 50ｇ
アメリカ産ブラックアンガス牛タン 40ｇ
アメリカ産牛バラカルビ 50ｇ
青森県産ガーリック豚肩ロースカルビ 40ｇ
青森県産桜姫鶏モモスライス（焼肉用） 40ｇ
アメリカ産とんとろ 30ｇ
伊藤ハム骨付きフランク １本
つけタレ ２個

●満腹セット３～４人前●満腹セット３～４人前
1,000円（税込）1,000円（税込）

500円（税込）500円（税込） 400円（税込）400円（税込） 1,000円（税込）1,000円（税込）

各1個 100円（税込）各1個 100円（税込）

1,500円（税込）1,500円（税込） 2,000円（税込）2,000円（税込） 2,000円（税込）2,000円（税込）
１パック 約１㎏
アメリカ産牛カルビ
カナダ産豚バラカルビ
カナダ産豚肩ロースカルビ

つけタレ ４個

１パック 約１㎏
アメリカ産牛カルビ
カナダ産豚バラカルビ
カナダ産豚肩ロースカルビ

つけタレ ４個

●野菜セット１～２人前●野菜セット１～２人前

キャベツ 40ｇ、玉ねぎ輪切り2枚
ねぎ電柱切り2本、南瓜半月2枚
椎茸2個、パプリカ赤2枚
パプリカ黄2枚、エリンギ1本、茄子1本
ししとう1本、ピーマン2枚

キャベツ 40ｇ、玉ねぎ輪切り2枚
ねぎ電柱切り2本、南瓜半月2枚
椎茸2個、パプリカ赤2枚
パプリカ黄2枚、エリンギ1本、茄子1本
ししとう1本、ピーマン2枚

●焼きそば用
　野菜・肉セット３人前
●焼きそば用
　野菜・肉セット３人前

（キャベツ150ｇ、玉ねぎ120ｇ
人参短冊30ｇ）
（豚バラ100ｇ）

（キャベツ150ｇ、玉ねぎ120ｇ
人参短冊30ｇ）
（豚バラ100ｇ）

●バーベキュー
　海鮮セット２人前
●バーベキュー
　海鮮セット２人前

●マルちゃん焼きそば（ソース味）
●マルちゃん塩焼きそば
●クリーンステージクールスタイル
●弘前銘醸ザアイスプレート
●弘前銘醸徳用ダイヤアイス

●マルちゃん焼きそば（ソース味）
●マルちゃん塩焼きそば
●クリーンステージクールスタイル
●弘前銘醸ザアイスプレート
●弘前銘醸徳用ダイヤアイス

●バーベキュー木炭
●バーベキューネット
●ベスター焚きつけ
●食事セット２人前（紙皿・どんぶり・コップ・割箸　各２組）

●バーベキュー木炭
●バーベキューネット
●ベスター焚きつけ
●食事セット２人前（紙皿・どんぶり・コップ・割箸　各２組）

●上北農産 スタミナ源たれ
●エバラ食品 黄金の味（甘口・中辛・辛口）
●S&B食品 味付塩こしょう
●キッコーマン卓上醤油
●Jオイルミルズ さらさらキャノーラ油

三ツ矢サイダー、バヤリースオレンジ
食事の脂にこの一杯、十六茶
カルピスウォーター、ポカリスエット
おーいお茶緑茶、おーいお茶緑茶濃い味
コカ・コーラ、CCレモン
サントリーウーロン茶、なっちゃんオレンジ
ウィルキンソンタンサン
ウィルキンソンタンサンレモン
おいしい水富士山

ビール、発泡酒、第三ビール
ノンアルコール<ビールテイスト>
芋焼酎、麦焼酎
ノンアルコール<サワー類>
缶チューハイ、ハイボール缶、ウイスキー
炭酸水、日本酒

活ほたて中２枚、ブラックタイガー２尾、
活さざえ２個、いか一夜干し１枚
活ほたて中２枚、ブラックタイガー２尾、
活さざえ２個、いか一夜干し１枚

●おにぎり●おにぎり
（鮭・昆布・ウメ・おかか・ツナマヨ）（鮭・昆布・ウメ・おかか・ツナマヨ）

●ＣＲチャッカマン●ＣＲチャッカマン

●バーベキューコンロ 中●バーベキューコンロ 中
600×300　～5人
（BBQネットはご購入お願いします）
600×300　～5人
（BBQネットはご購入お願いします）

●ごみ袋
　透明ポリ袋 45Ｌ
●ごみ袋
　透明ポリ袋 45Ｌ
１枚１枚

●タープテント●タープテント
250×250×257250×250×257

●IBEAM 発泡クーラー #15●IBEAM 発泡クーラー #15
405×320×320
発泡クーラー蓄冷剤とセットで貸出し
405×320×320
発泡クーラー蓄冷剤とセットで貸出し

●IBEAM 発泡クーラー #30●IBEAM 発泡クーラー #30

他 レジャーシート、うちわ、古新聞も無料貸出し致します。他 レジャーシート、うちわ、古新聞も無料貸出し致します。

745×380×290
生鮮商品もこちらの発泡クーラーで納品します
745×380×290
生鮮商品もこちらの発泡クーラーで納品します

●焼きそば用鉄板●焼きそば用鉄板
450×315450×315

●肉バサミ
　（バーベキュートング）
●肉バサミ
　（バーベキュートング）
30cm30cm

●火バサミ●火バサミ
45cm45cm

その他

タクシー送迎料金

通行料金・会場利用料は
別途必要です。
通行料金・会場利用料は
別途必要です。

セットメニューをお選びください。
バーベキュー器材の貸出しは無料です。

炭やBBQネットなど
有料サービスがございます。

＋ ＋ ＝

BBQ食材費用 その他オプション

BBQセットメニューは
通常価格でお買い求めいただくより
お得な価格設定となっております。

BBQタクシー合同企画

バーベキューバーベキュー
北星交通
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