
小学生以上 300円／1名 小学生未満 100円／1名 1歳未満 無料

いいちこ 2,500円 ミネラルウォーター：大 400円

生酒（地酒：天覧山） 750円 ロックアイス 300円

１合酒（地酒：天覧山） 500円 ソフトクリーム各種 300円

500円

レモンサワー 250円 オレンジジュース（500ｍｌ） 200円

トライアングル 1,600円 コカ・コーラ（500ｍｌ） 200円

600円／枚

1,000円／枚

生樽ビール　10Ｌ 12,000円 ウーロン茶：大 500円

瓶ビール 600円 コカ・コーラ：大

ノンアルコールビール 250円 ウーロン茶（500ｍｌ） 200円

お飲み物について

500円

缶ビール（350ｍｌ） 350円

利用料について

小学生以上 1,200円／１名

1歳未満 100円／１名

ワンちゃん
（中型、小型犬のみ）

500／１頭

ドッグラン利用料含む

駐車料金 200円／１台

小学生未満 500円／１名

PIZZA生地について

生地の種類　（30㎝あります）

生地のみ

自分達でトッピング

トッピング済（あとは焼くだけ）

価格

オレンジジュース：大

ご利用は小学生以上４名様からとなります。 下記料金には、施設利用料、ピザ窯使用料、薪代、テーブル、

椅子の使用料が含まれています。

※無駄吠えをするワンちゃんは、他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

PIZZAガーデンの ご案内

当園の価格は全て税込です

ピザ窯を使った本格的なピザ焼きが楽しめます♪

以下よりピザ生地の種類と枚数を選んでいただきます。

トッピングの内容は、玉ねぎ、ベーコン、ピーマン、チーズ、トマトソースです。その他のトッピング材料は

ご自由にお持込み下さい（無料）。更にチーズをたっぷりのせても美味しいです！

当園ＢＢＱ場の売店でご購入いただけますが、下記料金でお飲み物のお持込みができます。

お持込みされたお飲み物の空き瓶、空き缶、ペットボトルのゴミはお客様にてお持ち帰りをお願いし

ます。 ゴミ処理ご希望の方は1炉につき2,000円で承ります。(ただし、発泡スチロールは除きます)

※お車は、各サイトのすぐ近くに駐車できます。



【レンタル品】 【販売品】

ピザを焼きながらＢＢＱ

手ぶらでBBQ

小学生未満 ４00円／１名食材お持込み料金

ＢＢＱ炉の使用料 網・炭･薪付き　2,000円

ポーク BBQセット お肉１５０ｇ＋野菜 1,700円

ホルBBQモンセット ホルモン５０ｇ5種類＋野菜 1,900円

ラムBBQセット お肉１５０ｇ＋野菜 1,600円

ピり辛チョリソー(5本セット) 450円

ラム単品 800円 野菜たっぷりピザ 1,200円

海鮮BBQセット エビ＋イカ＋ホタテ＋野菜 1,900円

手ぶらでBBQセットメニュー　（１人前）　※5日前までに要注文

まんぷくBBQセット
お肉20０ｇ(ビーフ・ポーク)

+焼きおにぎり2個+フランク1本+野菜
2,800円

ビーフ BBQセット お肉１５０ｇ＋野菜 2,000円

追加単品メニュー　※当日のご注文も承ります

ビーフ単品 1,200円 焼きそば(麺のみ) 150円

ポーク単品 900円 フランクフルト(3本セット) 360円

網(40cm×60cm) 500円 炭(1.2kg)の追加 600円

ホルモン単品 900円

お持込みBBQ

小学生以上 １，000円／１名

1歳未満 無料

ＢＢＱ炉の使用料 網・炭･薪付き　2,000円

ピザガーデンにＢＢＱの炉を設置しての飲食となります。

料金は、PIZZAガーデン利用料の他にBBQの使用料(網・炭・薪付き)が別途かかります。

※お持込みされた食材に関しましては、当園では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

炭用炉(炭付き)と鉄板(45cm*60cm)、トング、鉄ベラ、お箸、お皿、タレ、油、塩コショウが付いています

(炭はセッティングから火付けまでいたします）。 炭の追加は600円で販売、網(40cm*60cm) をご希望

の場合は500円でレンタルいたします。 幼児のお皿とお箸は付いておりません。

※当園のＢＢＱセットをお申込みのお客様は、衛生管理上”食材の持込は禁止”と

させていただいております

下記料金で食材を持込んでBBQができます。

炭用炉(炭付き)と網(40cm*60cm)が付いております。炭やトングなどのＢＢＱ用品はご持参ください。

鉄板、BBQ用品、炭などをご希望の場合はレンタル・販売いたします。
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【レンタル品】

【販売品】

【キャンセル料金】

トング 100円 鉄ベラ 100円

ザル 100円 ボウル 100円

炭(1.3kg)と薪 1セット800円
炭(1.2kg)の追加 600円

薪の追加 200円

当日 ご予約料金の100%

ご予約の方法
当園ホームページ予約サイト

または、お電話
お電話のみ

キャンセルについて

連絡日 キャンセル料金

4日前まで 無料

3日～前日 ご予約料金の50%

ご利用時間について

ご予約について

個人様のご利用
団体様(50名様以上)の

 ご利用

ご予約の受付 利用日の3か月前より 利用日の5か月前より

鉄板(45cm*60cm) 500円 炭ばさみ 100円

まな板 100円 包丁 100円

お持込みされた物のゴミはお客様にてお持ち帰りをお願いします。ゴミ処理ご希望の方は1炉につき

2,000円で承ります。(ただし、発泡スチロールは除きます)

BBQおよびピザガーデンともにご利用時間は１０時３０分～１６時３０分までで、受付けをしてから４時間と

なります。お一人様につき２００円／時間で延長できます。

ピザ窯を温めるために予約時間の１時間前より薪を入れる都合上、予約時間厳守でお願いします。

遅れた場合、申し訳ありませんが３０分ごとに追加の薪代として500円いただきますのでご了承下さい。

ご予約は当園ホームページの予約サイトまたはお電話にてお願いいたします。

ＵＲＬ:http://tairakurien.com/たいら栗園 検 索

お電話にてのご予約・お問合せ 042-978-0327

受付時間；9:00～17：00(火曜日定休) 

ご予約のキャンセル料は以下のとおりです。



◆

◆

◆

◆

◆

【食材お持込みＢＢＱのお客様へ】

◆

【キャンセル料金のお支払い手続きについて】

◆

◆

【キャンセル料金が発生しない場合について】

◆

◆

【禁止事項(ルール)】
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

【注意事項(マナー)】

◆

◆

施設内はお子様が多く、急に飛び出してくることがあります。

お車でのトラブルは責任を負いかねます。

営業時間内(9:00～17:00) に電話にてキャンセルの旨をご連絡ください。

定休日も日数として計上されますのでご了承ください。

キャンセルが分かり次第なるべく早めのご連絡をお願いいたします。

当日ご予約のお時間までにご来場・ご連絡がない場合もキャンセル扱いとなりのでご

了承下さい。

ご利用人数の変更はキャンセルの対象になりません。ただし、食材お持込みＢＢＱの

お客様につきましては下記のとおりです。

飲酒された方の川遊びは禁止です。

川や河川での石投げは禁止です。

水風船は禁止です。

破片が飛び散り、河川が汚れますのでご遠慮ください。

駐車場でのキャッチボール、サッカーなどは禁止です。

公序良俗および法令に違反する行為、またはそれらの恐れがあるは行為は禁止します。

施設内は徐行運転をお願いいたします。

当日お申込み人数より減ってしまっている場合は、お持込料金の半額(500円)×

人数分をキャンセル料としていただきます。

ご 請 求； キャンセル料金請求書を発行・郵送いたします。

(キャンセル受付日より1週間程度)。

お支払い； 請求書の到着後、期日までに指定口座にお振込み

ください(請求書発行日より10日以内)。

ご本人様名義の口座よりお振込みください。

台風や大雪等により当園の判断で施設を閉鎖する場合。

気象庁により当園が台風の暴風警戒域に入ると判断されたとき。

園内利用のルール

下着や裸で出歩くことは禁止です。

暴力団関係者の入場は禁止です。

施設内指定の喫煙所以外での喫煙は禁止です。

近隣のゴミ集積所、民家や道路にゴミを捨てることは禁止です。

長時間のアイドリングは禁止です。

当施設の近隣には民家が隣接しております。また、園内には小さなお子様連れのお客様が多く

いらっしゃいます。

当園の施設は全て屋根付ですので雨によるキャンセルの場合、キャンセル料が発生し

当園側で閉鎖を判断する場合は、当園からご予約者様へメールまたはお電話でその

旨をご連絡いたします。緊急情報につきましては、ホームページで随時お知らせいた



◆

◆

◆

◆

◆

過度の飲酒にご注意ください。

食品管理はお客様の責任でお願いいたします。

カギのかけ忘れや貴重品管理などは各自でご注意ください。

刺青・タトゥーのある方は露出をしないよう配慮してください。

食中毒等の責任は負いかねます。

スマホなどでの音楽鑑賞は他のお客様のご迷惑にならない音量でお願いいたします。

火曜日定休

埼玉県飯能市井上５４－２

TEL；042-978-0327

mail；tairakuri@tmt.ne.jp

〒３５７－０２１２


