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第66期駒場祭委員会ウェブシステム

桑原 誠さん(3401159864)

正責任者 : 理学部生物化学科(ID: 210)

メニュー | ログアウト

食材物品等購入申込

この登録は任意です。

締切は9月23日（水・祝）21時です。
この登録では、食材物品等の購入の申込ができます。

Almighty vol.2 の該当ページや模擬店大全の該当ページを参照の上、記入してください。

Step.1 購入を希望するものについて

次の選択肢の中から、購入したいものを選んでチェックボックスにチェックを入れてください（複数選択可）。

食材

飲料・油

容器

ダンボール

耐火シート・ポリタンク

Step.2 食材申込

記入していただくのはセット数です。販売単位をよくご確認ください。

食材の引渡しは駒場祭期間中(11月21日(土)～11月23日(月・祝))毎朝行います。希望数量は各日ごとに記入してください。
食材は返品出来ませんので、慎重に申込を行ってください。

為替・物価等の変動により急な価格変更が生じる場合があります。予めご了承ください。

セット数

種別 品目名 販売単位 税込価格
（円） 11月21日（土） 11月22日（日） 11月23日（月・

祝）
牛串 牛カルビ串 80g 100本 ¥12,960

焼き鳥 焼鳥もも串 30g 300串 ¥10,950

焼き鳥 鶏皮串 30g 300串 ¥11,580

焼き鳥 ねぎま串 30g 300串 ¥10,950

焼き鳥 たれ焼き上げ焼鳥 もも
串 22g 200串 ¥6,180

焼き鳥 たれ焼き上げ焼鳥 ねぎ
ま串 22g 200串 ¥6,180

焼き鳥 たれ焼き上げ焼鳥 皮串
22g 200串 ¥6,180

焼き鳥 たれ焼き上げ焼鳥 レバ
ー串 22g 200串 ¥6,180

塩味焼き上げ焼鳥 もも
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焼き鳥 串 22g 200串 ¥6,180

たこ焼き マルハニチロ 徳用たこ
焼き 1kg 50個 ¥970

たこ焼き VPたこ焼き 20g 500個 ¥6,670

たこ焼き 昭和の丸たこ焼き 20g 400個 ¥8,250

たこ焼き 昭和のたこ焼き粉 1kg 1kg ¥556

たこ焼き 冷凍タコ小粒（3-4g） 1kg ¥1,450

たこ焼き 冷凍タコ大粒（4-5g） 1kg ¥1,580

たこ焼き・お
好み焼き

スキー（奥本製粉）たこ
焼き・お好み焼きミック
ス 業務用

10kg ¥4,030

お好み焼き
スキー山芋入りお好み焼
きミックス大袋1kg×10
袋

1kg×10
袋 ¥4,400

お好み焼き 薄力粉 1kg（20枚分） 1kg ¥200

焼きそば 都一 蒸し焼きそば（蒸
し麺） 50食 ¥2,830

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

マヨネーズ 1kg ¥510

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

紅生姜 千切り 1kg ¥680

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

青のり 500g ¥1,120

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

削り節 500g ¥1,620

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

あげ玉 1kg ¥710

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

ブルドック徳用お好み焼
きソース 1.8L ¥510

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

ブルドック徳用焼そばソ
ース 1.8L ¥510

焼きそば・お
好み焼き・た
こ焼き共通

ブルドック徳用たこ焼き
ソース 1.8L ¥510

じゃがバター ホクレン 冷凍ボイルポ
テト ホールM 10kg ¥4,350

じゃがバター 雪印 業務用ネオソフト
マーガリン 1kg ¥750

綿菓子 綿菓子用ザラメ（白） 1kg ¥310
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綿菓子 綿菓子用ザラメ（いちご
色）

1kg ¥690

綿菓子 綿菓子用ザラメ（メロン
色） 1kg ¥690

おでん GSパックおでん（卵入
り） 30食 ¥7,130

豚汁 豚汁（完成品）缶詰 6缶 ¥12,340

今川焼・たい
焼き 今川焼（小倉餡） 120個 ¥7,410

今川焼・たい
焼き たい焼き（小倉餡） 120個 ¥8,250

今川焼・たい
焼き

奥本製粉 十勝焼ミック
ス 20kg ¥7,070

団子 華桔梗 冷凍串だんご
（白） 240串 ¥13,590

団子 みたらしだんごのたれ 1kg×10
袋 ¥7,250

今川焼・たい
焼き・団子共
通

サンヨー こしあん 1kg ¥400

今川焼・たい
焼き・団子共
通

サンヨー つぶあん 1kg ¥400

チョコバナナ チョコバナナ用コーティ
ングチョコレート（黒） 5kg ¥5,450

フランクフル
ト

串付フランク 90g コス
モフーズ （オールポー
ク）

220本 ¥28,630

フランクフル
ト

ハインツ イエローマス
タード 396g 1本 ¥350

フランクフル
ト

カゴメ トマトケチャッ
プ 1kg 1本 ¥380

アメリカンド
ッグ

YGCアメリカンドッグ
80g 80本 ¥5,620

中華饅頭 テーブルマーク ロング
肉まん 19cm 150g 40個 ¥6,350

中華饅頭 アクリ 肉まん 95g 72個 ¥6,370

中華饅頭 アクリ あんまん 98g 72個 ¥6,370

中華饅頭 アクリ ピザまん 95g 72個 ¥6,370

中華饅頭 マルハニチロ カレー包
（パオ） 480個 ¥14,150

中華饅頭 マルハニチロ ピザ包
（パオ） 480個 ¥14,150

フライドポテ
ト シューストリングポテト 1kg ¥320

フライドポテ
ト

カントリーウェッジ（ナ
チュラルカット）ポテト 1kg ¥320
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ポップコーン ポップコーン用 豆 1kg 1kg ¥400

フライドポテ
ト・ポップコ
ーン共通

カレースパイス 100g 100g ¥470

フライドポテ
ト・ポップコ
ーン共通

ガーリックスパイス 90g 90g ¥490

フライドチキ
ン

味の素 骨なしフライド
チキン（レッドホット） 140個 ¥13,180

フライドチキ
ン

味の素 骨なしフライド
チキン（プレーン） 140個 ¥11,790

チヂミ JT イカチヂミ 90g 60個 ¥8,090

チヂミ 日本リッチ 韓国風お好
み焼き（チヂミ） 60枚 ¥14,670

チュロス チュロス シナモン
（40cm） 100本 ¥14,470

チュロス チュロス ミルク
（40cm） 100本 ¥14,470

チュロス チュロス チョコレート
（40cm） 100本 ¥15,230

チュロス シナモン&シュガーセッ
ト 80g&1kg ¥920

チュロス パウダーシュガー 1kg ¥500

クレープ しっとりクレープシート
（常温） 160枚 ¥7,080

クレープ
スカーフード 冷凍クレ
ープシート（円形）
24cm

300枚 ¥16,200

クレープ スキー クレープミック
スS

1kg×10
袋 ¥4,960

クレープ スカーフード 冷凍ホイ
ップクリーム 1L ¥360

Step.3 飲料申込

注文数を入力してください。

3日分一括して注文してください。

品目名 販売単位 税込価格（円） セット数
COOP 緑茶 2L×6本 ¥900 ×6本

COOP 烏龍茶 2L×6本 ¥900 ×6本

森の水だより 2L×6本 ¥660 ×6本

コカコーラ 1.5L×8本 ¥1450 ×8本

午後の紅茶 ストレート 1.5L×8本 ¥1550 ×8本

午後の紅茶 ミルク 1.5L×8本 ¥1550 ×8本

午後の紅茶 レモン 1.5L×8本 ¥1550 ×8本
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バヤリース アップル 1.5L×8本 ¥1700 ×8本

ファンタオレンジ 1.5L×8本 ¥1450 ×8本

三ツ矢サイダー 1.5L×8本 ¥1700 ×8本

Step.4 油申込

注文数を入力してください。

3日分一括して注文してください。

品目名 税込価格（円） 本数
COOPサラダ油（1.35L） ¥410 本

Step.5 容器申込

Step.5-1 容器購入数

購入を希望する容器について、単位数を記入してください。

品目名 販売単位（個）税込価格（円） セット数 個数
お椀 50 ¥300 単位 0×50個

フードパック 50 ¥450 単位 0×50個

角トレー 100 ¥600 単位 0×100個

丸皿 50 ¥350 単位 0×50個

紙コップ 100 ¥400 単位 0×100個

紙ナプキン 100 ¥150 単位 0×100個

割り箸 100 ¥200 単位 0×100個

バーガー紙 100 ¥300 単位 0×100個

チュロス袋 100 ¥550 単位 0×100個

ポテト袋 50 ¥500 単位 0×50個

Step.5-2 容器の使途

購入するすべての容器の使途について、簡単に記入してください。

Step.6 模擬店装飾セット・ダンボールパネル（単品）申込

当委員会では、模擬店装飾の材料などとしてベニヤ板の代わりにダンボールパネルを利用することを推奨しています。

ダンボールパネルや模擬店装飾セットを購入する企画の方は、注文内容を記入し、送信ボタンを押してください。

この他に特筆すべきことがある場合はStep.6-2に進んでください。

Step.6-1 ダンボール等の購入

注文数を記入してください。

ダンボールパネルのサイズは90cm×180cm、厚さは 8mmです。
サンプルは委員会室で見ることができます。
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模擬店装飾セットにはダンボールパネルの他に、クリスタルテープ、ビニール紐、ビニールカバー（透明）が含まれ
ます。

このセットにはダンボールパネルが1枚必ず付属しますのでご注意ください。

品目名 税込価格（円） 注文数
ダンボールパネル単品 ¥200

模擬店装飾セット ¥650

Step.6-2 特記事項

ダンボールパネル等の購入について何か特筆すべき事項があればご記入ください。

Step.7 各種物品購入申込

注文数を入力してください。

フライヤー・鉄板・焼き台・焼き鳥機を使用する企画および炭を持ち込む企画は耐火シートを必ず購入してください。

品目名 税込価格（円） 注文数
ポリタンク（20L） ¥1,280 個

ビニールカバー（1.1m×2m） ¥500 枚

テーブルクロス（1.37m×2.2m） ¥2,000 枚

耐火シート（3.6m×5.4m） ¥3,580 枚

送信

©第66期駒場祭委員会


