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この「ビンゴカード」の白マスに１から75までの数字をランダムに記入します。
中央はラッキースポットですので、記入しないでください。

準備しよう！

左の「ビンゴカード」に１から75までの数字を
ランダムに記入します。中央のマスはラッキー
スポットなので、記入しません。

下記の「オンラインビンゴマシーン」へアク
セスしてスタート画面（数字が00）が出たら、
画面共有を開始します。

◆キャスト（進行役）

ゲームをしよう！

画面に表示された番号が自分のビンゴ
カードにあれば、チェック。タテ・ヨコ・ナナメ
いずれかが一列そろったらビンゴ！です。大
きな声で「ビンゴー！」。挙手ボタンを押した
後に賞品選びに進みます。

◆ゲスト（参加者）

画面の「次の番号」をクリックし、番号を出し
ていきます。 ※音量に気をつけましょう。

※あとひとつでビンゴの場合は「リーチ」と
　宣言しましょう

数字の代わ
りに「フリー

ワードビン

ゴ」もおすす
め！田中・鈴

木・吉田...

と社内の社
員名にテー

マを決めて

遊んでも盛
り上がるか

も?!

オンライン懇親会で大人気！ ビンゴ 遊び方＆カードオンライン懇親会で大人気！ ビンゴ 遊び方＆カード

ビンゴマシーン.net

◆キャスト（進行役）

◆ゲスト（参加者）



ドリンク付きプラン

【名称】惣菜セット（デリパPlan"イタリアーノ"）【原材料名】小麦粉、鶏モモ肉、豚肉、豚脂肪、大豆油、澱粉、酒、砂糖、粉末状大豆たん白、オーツ麦、醸造酢、食塩、酵母エキス、合鴨肉、黒胡椒、白ゴマ、粉末油脂、ぶどう糖、
玉ねぎ、ライ麦粉、乳加工品、卵粉末、ヨーグルト、香辛料、乳化油脂（植物油脂）、サーモントラウト、醤油、ボイルエビ、魚肉すり身、鶏卵加工品、結着材料（粗ゼラチン、乳タンパク）、生クリーム、ホタテ、卵、マッシュルーム
水煮、牛乳、いんげん、バター、卵黄、コーングリッツ、合挽き肉、パプリカ、プロセスチーズ、網脂、パン粉、トマトケチャップ、ゼラチン、コショー、ナツメグ、バジルソース、マヨネーズ、ウニペースト、紅麹色素、液卵、水溶性食
物繊維、発酵調味料、マスタード、ベーコン、還元水あめ、大豆油、ポークエキス、セルロース、チキンエキス、香辛料、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、マーガリン、小麦粉、グラニュー糖、乾燥パイナップル加工品、乳糖、乾燥イ
チゴ加工品、ブルーベリーパフ加工品、乾燥マンゴー加工品、デキストリン、粉末油脂、きな粉、玄米粉、メープルシロップ、米粉、小麦ふすま、コーンスターチ【添加物】ソルビトール、ポリリン酸Na、調味料（アミノ酸等）、リ
ン酸(Na)）pH調整剤、くん液、発色剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、硫酸Ca、香料、乳化剤、カロチン色素、トレハロース、甘味料（ステビア）、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム、アラビアガム、グァー）グリセリン、酸味料、
酸化防止剤（V.C)、カゼインNa、着色料（カロチノイド、V.B2、黄4、青1、銅葉緑素、コチニール、アントシアニン、パプリカ色素、クチナシ黄色素）（一部に小麦、えび、卵、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、乳成分を含む）【内容量】
600g【賞味期限】開催日当日中にお召し上がりください。【保存方法】要冷蔵（10°C以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養成分表示（１食分あたり）】熱量 
589.4kcal、タンパク質 37.5g、脂質 44.0g、炭水化物 44.4g、ナトリウム 4.1g※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

②ハーブソーセージのボイル
別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

①新鮮プチトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ
そのまま お召し上がりOK

⑤シェフ特製桜風味のイタリアンプリン
そのまま お召し上がりOK

③ドライフルーツ入りグラノーラ
そのまま お召し上がりOK

④野菜のムースで包んだエビとウニのテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

④ダイスチーズと３色のパプリカを練り込んだチーズミートテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

⑨炙りサーモンのカップマリネ～白ワインビネガーとレモンの香り～
そのまま お召し上がりOK

⑥一口サイズの生ハム/サラミ/チーズ
そのまま お召し上がりOK

⑧肉厚燻製合鴨のパストラミ～楽しむブラックペッパーのインパクト～オリーブ添え
そのまま お召し上がりOK

⑦エビとブロッコリーのバジルソース和え
そのまま お召し上がりOK

⑩イタリアの風薫る濃厚カルボナーラうどん
蓋をしたまま500w 1分40秒

デリパPlanイタリアーノお品書き＆お召し上がり方デリパPlanイタリアーノお品書き＆お召し上がり方

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに
施しております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが中身の品質には問題ありません。
お召し上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

モッツァレラチーズとトマトの鉄板コンビ、濃厚テリーヌ！
おかわりしたくなる「カルボナーラうどん」が絶品。

②②

①①

⑤⑤
③③

④④

⑨⑨

⑥⑥

⑧⑧

⑦⑦

⑩⑩

イタリアを感じるセットドリンク
下記のA～Dの中からお好きなセットをお選びください

イタリア産カップワイン赤＆白

ワインカップ・メルロー・ヴェネト I.G.P.／デ・アンジェリ赤・白
イタリアのワインメーカー「デ　アンジェリ社」による、片手で持てる、PET製カップに入っ
た小容量ワイン。イタリア国内はもとよりヨーロッパ各国でも高い評価を受けています。

A

イタリア産缶ワイン ＋ ビール

ドネリ ランブルスコ・デッレミリア・ロッソ・アマービレ
やわらかい泡立ち、イチゴやチェリー、スミレなどの華やかな香り。やさしい果実の甘みが心地よ
い中甘口のランブルスコです。便利な缶入りの飲み切りサイズです。

B

モレッティ・ビールL'amoitalia（ラーモイタリア）
イタリアビールといえば、人気No.1の「モレッティ」！厳選した麦芽を使用したコクのあるピルスナータイプ。
ホップが効いていて、最後にしっかりとした苦みも。フレッシュさとまろやかさが心地よいビール。

イタリア産炭酸ジュース ＜ノンアルコール＞

サンペレグリノ・フルーツベバレッジ  リモナータ（レモン）＆
　アランチャータ・ロッサ(ブラッドオレンジ)

C

イタリアでは、フレッシュなオレンジやレモンを絞り、炭酸水と砂糖を加えただけのシンプルなドリン
クを“アランチャータ"“リモナータ“と呼び、古くから親しんでいます。80年以上の歴史をもつ、この
爽やかなドリンクを手軽にお楽しみいただけます。

イタリア産濃厚フルーツジュース ＜ノンアルコール＞

ヨーガスッコディペーラ　洋なし＆ピーチ

D
イタリアのフルーツジュースマーケットのリーダー的存在であるヨーガ。60年以上の歴史を誇り、
高品質な製品づくりと革新的なマーケティングで、イタリアではヨーガはフルーツジュースと同義
語というほどの高い認知度を得ています。

※B,Cセットには栓抜きが付属しません。お客様でご用意ください。　※写真はイメージです

まるでイタリア旅行のような雰囲気！ ドリンク付　 プランまるでイタリア旅行のような雰囲気！ ドリンク付　 プラン得
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ドリンク付きプラン

【名称】惣菜セット（デリパPlan"ライト"）【原材料名】小麦粉、大豆油、澱粉、酒、砂糖、粉末状大豆たん白、醸造酢、食塩、酵母エキス、合鴨肉、黒胡椒、白ゴマ、粉末油脂、ぶどう
糖、乳加工品、卵粉末、ヨーグルト、香辛料、植物油、玉ねぎ、醤油、ボイルエビ、生クリーム、卵、牛乳、バター、ドライフルーツ、網脂、パン粉、トマトケチャップ、コショー、ナツメ
グ、バジルソース、マヨネーズ、ライ麦粉、イースト、おろしにんにく、麦芽エキス、乳たん白、乳化剤、乳清ミネラル、トマトペースト、ダイストマト、ぶどう発酵調味料、ソテーオニ
オン、植物油、チキンエキス、玉ねぎエキス、半個体状ドレッシング、チーズ、ポークエキス、チーズフード、チーズ加工品【添加物】ソルビトール、ポリリン酸Na、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤、リン酸（Na）発色剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、硫酸Ca、香料、乳化剤、カロチン色素、甘味料（ステビア）、加工デンプン、酒精、硫酸鉄、シリコーン、乳化剤グリセリ
ン、酸味料、酸化防止剤（V.C)、着色料（カロチノイド、V.B2、黄4、青1、銅葉緑素）pH調整剤、増粘剤（グァー、キサンタン）、ゼラチン、酵母エキス、蛋白加水分解物、コショウ
末、セロリパウダー（一部に小麦、えび、卵、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、乳成分、りんごを含む）【内容量】270g【賞味期限】開催日当日中にお召し上がりください。【保存方法】要冷
蔵（10°C以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養成分表示（１食分あたり）】熱量 537.5kcal、タンパク質 21.9g、
脂質 19.6g、炭水化物 69.2g、ナトリウム 3.7g

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

②5種のビーンズのカクテルサラダ
　～特製シーザードレッシング和え～

①見た目もかわいいトマトソースカップパスタ

⑤肉厚燻製合鴨のパストラミ
　～楽しむブラックペッパーのインパクト～

③バジルの香りとオリーブオイルの風味が絶妙
　シェフ特製カップパスタ

④クリームチーズとドライフルーツのバケット

⑥シェフ特製濃厚キャラメルプリン

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに施しております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが
　中身の品質には問題ありません。お召し上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

オンライン飲み会をリーズナブルに楽しむならコレ！
こだわりのパスタ、パストラミ、デザートも。

②②

①① ⑤⑤

③③

④④

⑥⑥

デリパPlanライトお品書き＆お召し上がり方デリパPlanライトお品書き＆お召し上がり方

そのまま お召し上がりOK

別容器に移して500w 1分

そのまま お召し上がりOK

そのまま お召し上がりOK

クリームチーズをつけて お召し上がり

そのまま お召し上がりOK

別容器に移して500w 1分

そのまま お召し上がりOK

そのまま お召し上がりOK

【名称】惣菜セット（デリパPlan"SAKE"）【原材料名】いいだこ（ベトナム、タイ）、たん白加水分解物、白ワイン、山くらげ、茎わさび、食塩、魚介エキス、唐辛子、還元澱粉糖化物、植物油脂、本わさび、粉わさ
び、ソルビット、えだまめ（大豆　遺伝子組み換えではない）、米（国産）、しょうゆだれ、しょうゆ風味調味料、加工油脂、いか、砂糖、鶏砂肝、食塩、黒胡椒、にんにく、植物油脂、ブイヨン【添加物】調味料（アミ
ノ酸、有機酸）、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、酒清、香料、環状オリゴ糖、着色料（黄4、青1）、ph調整剤、グリシン（一部に小麦、卵、大豆、鶏肉、乳成分を含む）【内容量】301g【賞味期限】開催日当
日中にお召し上がりください。【保存方法】要冷蔵（10°C以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養成分表示（１食分あたり）】熱量 293.4kcal、タン
パク質 22.2g、脂質 3.8g、炭水化物 42.6g、ナトリウム 3.7g

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。

デリパPlan SAKE お品書き＆お召し上がり方デリパPlan SAKE お品書き＆お召し上がり方デリパPlan SAKE お品書き＆お召し上がり方

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに施しております。それ故に容器の歪みが発生する場
合がありますが中身の品質には問題ありません。お召し上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

酒好きにはたまらない居酒屋定番おつまみセット！
ふっくら香ばしい「焦がし醤油おにぎり」で締めくくり。

②②

①①

③③

④④

そのまま お召し上がりOK

①枝豆①枝豆

そのまま お召し上がりOK

②やわらかいかの一夜干し②やわらかいかの一夜干し

そのまま お召し上がりOK

③わさびの辛味がきいたタコワサ③わさびの辛味がきいたタコワサ

そのまま お召し上がりOK

別容器に移して500w 1分

④炭火でじっくり焼いた特製砂肝④炭火でじっくり焼いた特製砂肝

別容器に移して500w 1分30秒

⑤しょうゆ香る焼きおにぎり⑤しょうゆ香る焼きおにぎり

①①

⑤⑤

酒好き御用達セットドリンク

桜の花びら型の金粉入りで日
本酒の中でも最上位にランク
する優雅な香りと芳醇な味わ
いをお楽しみください。
オバマ元大統領が来日の際は
必ず飲むと言われている一品
でもあります。

減農薬・減化学肥料米100％
仕込みの純米吟醸酒。
辛口の淡麗ですっきりした味
わいと昔懐かしいレトロなラ
ベルで見た目でもお楽しみく
ださい。翌日に残らない酒と
好評です。

ビールもいいけど、しっぽり日本酒で...という方のために”厳選日本酒セット”もラインナップ。
下記のA～Fの中からお好きなセットをお選びください。

大吟醸 特性ゴールド賀茂鶴

純米吟醸 銀盤

組合せ（セットパック）の紹介

SAKE A SAKE B SAKE C

SAKE D SAKE E SAKE F

こだわりのクラフトビール、ワイン、ソフトドリンクなど
バラエティに富んだパッケージです。

ドリンクの詳細は 12
page
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料理のみプラン

【名称】惣菜セット（デリパPlan"カジュアル"）【原材料名】食塩、砂糖、ボイルエビ（カナメイ）、醸造、醤油、香辛料、食用植物油脂、ボイルエビ、鶏モモ肉、ポークエキス、小麦粉、おろしにんにく、液卵、いか、蛋白加水分
解物、ホタテ、ブロッコリー、ジャガイモ、小麦粉、チーズ、チーズ加工品、酵母エキス、カナダホッキ貝、果糖ぶどう糖液糖、脱脂粉乳、水飴、バター、クリーム、ゼラチン、バナナピューレー、洋酒、卵白加工品、ファットスプ
レッド、チョコレート、アボカド、ロースガーリック、マスタード、バジル、レッドベル、ローズマリー、パセリ、コショウ、セージパウダー、ナツメグパウダー、オイスターエキス、黒糖蜜、カラフト
シシャモ卵、ソルビトール、マヨネーズ、ほうれん草、ナチュラルチーズ、ベーコン、卵白、牛乳、ブラックペッパー、ナツメグ、魚肉すり身（卵含む）、ほうれん草ペースト、こんにゃく粉、ダイス
トマト、ソテーオニオン、チキンエキス、玉葱エキス、酵母エキス、香料、青さのり、セロリパウダー、トマトペースト、オレガノ、タイム、アズマニシキガイ、肉エキス、半固体状ドレッシング、乾
燥たまねぎ、コーン油、デキストリン、サーモントラウト（チリ）、大豆油、澱粉、酒、粉末状大豆たん白、たまねぎ酢漬け、ピーマン酢漬け、干ししいたけ【添加物】調味料（アミノ酸等）、乳化
剤、香料、香辛料抽出物、pH調整剤、安定剤（増粘多糖類）、カゼインNa、着色（カラメル、カロテン、コチニール）、トレハロース、セルロース、酸味料、貝カルシウム、発色剤（亜硝酸Na）、リ
ン酸塩（Na）、酸化防止剤（V.C）、グリシン、保存料（しらこたん白：さけ由来）、ユッカ抽出物、酢酸Na、加工デンプン、酸化防止剤（チャ抽出物、エリソルビン酸Na、V.E、ローズ、ペーキン
グパウダーマリー抽出物）、酒精、ソルビトール、ポリリン酸Na、くん液、甘味料（ステビア）、（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・落花生・りんご・バナナ・エビ・カニ含む）【内容
量】560g【賞味期限】開催日当日中にお召し上がりください【保存方法】要冷蔵（10℃以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養
成分表示（１食分あたり）】熱量 952.0kcal、タンパク質 39.2g、脂質 53.8g、炭水化物 77.8g、ナトリウム 1.6g

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

肉・魚・野菜のバランス◎。 栄養たっぷり！
おつまみバリエーション豊かなカジュアルプラン。

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに施し
ております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが中身の品質には問題ありません。お召し
上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

②②

①①

⑤⑤

③③
④④

⑨⑨

⑥⑥

⑧⑧

⑦⑦

②オーブンでじっくり焼き上げた ほうれん草とタマゴのキッシュ
別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

①エビとアボカドのカクテルサラダ～特製シーザードレッシング和え～

そのまま お召し上がりOK

⑥とろ～り口溶けの濃厚パンナコッタ
そのまま お召し上がりOK

③コリコリ食感がクセになるホッキ貝のサラダ
そのまま お召し上がりOK

④ダイスチーズと３色のパプリカを練り込んだチーズミートテリーヌ
別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

⑤濃厚スモークサーモンとほうれん草のしっとりテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

⑩炙りサーモンのカップマリネ～白ワインビネガーとレモンの香り～

そのまま お召し上がりOK

⑦季節のパウンドケーキ
そのまま お召し上がりOK

⑨新鮮ブロッコリーとじゃがいものバジル和え
そのまま お召し上がりOK

⑧じっくり焼いたチキンのトマト煮込み
そのまま お召し上がりOK

⑪魚貝の味がたっぷり詰まったバジルソースのシーフードパスタ
蓋をしたまま500w 1分40秒

⑩⑩

デリパPlanカジュアルお品書き＆お召し上がり方デリパPlanカジュアルお品書き＆お召し上がり方

⑪⑪

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

迷ったらコレ！ フィンガーフード中心のオードブルプレート。
オンライン懇親会にぴったりな、人気No.3のプラン。

デリパPlanスタンダードお品書き＆お召し上がり方デリパPlanスタンダードお品書き＆お召し上がり方

【名称】惣菜セット（デリパPlan"スタンダード"）【原材料名】小麦粉、鶏モモ肉、大豆油、澱粉、酒、砂糖、粉末状大豆たん白、醸造酢、食塩、酵母エキス、合鴨肉、黒胡椒、白ゴマ、粉末油
脂、ぶどう糖、乳加工品、卵粉末、ヨーグルト、香辛料、植物油、サーモントラウト、玉ねぎ、水煮わらび、薄焼きたまご鶏卵、食用卵殻粉、醤油、ボイルエビ、魚肉すり身、生クリーム、ホタ
テ、卵、マッシュルーム水煮、牛乳、いんげん、バター、合挽き肉、パプリカ、プロセスチーズ、網脂、パン粉、トマトケチャップ、コショー、ナツメグ、バジルソース、マヨネーズ、辛子めんたい
こ、炒めにんにく、マスタード、赤ワイン、ビーフ風味エキス、味噌、おろしにんにく、ズッキーニ、ウニペースト【添加物】ソルビトール、ポリリン酸Na、発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、
発色剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、硫酸Ca、香料、乳化剤、カロチン色素、甘味料（ステビア）、加工デンプン、増粘剤、リン酸（Na）、グリセリン、酸味料、酸化防止剤（V.C)、着色料（カロチ
ノイド、V.B2、黄4、青1、銅葉緑素）pH調整剤、増粘剤（グァー）、（一部に小麦、えび、卵、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、乳成分を含む）【内容量】270g【賞味期限】開催日当日中にお召し上が
りください。【保存方法】要冷蔵（10°C以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養成分表示（１食分あたり）】熱量 722.9kcal、
タンパク質 37.0g、脂質 24.9g、炭水化物 23.0g、ナトリウム 2.7g

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに施しております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが中身の品質
には問題ありません。お召し上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

⑨明太子パスタの一口カップ盛り
そのまま お召し上がりOK

⑥ダイスチーズと３色のパプリカを練り込んだチーズミートテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

③スモークサーモン 錦糸卵ロール～あっさりビネガーの味わい～ 

そのまま お召し上がりOK

①記念日レストランNO,1人気の特製肉厚ローストビーフ
そのまま お召し上がりOK

②肉厚燻製合鴨のパストラミ～楽しむブラックペッパーのインパクト～

そのまま お召し上がりOK

④やわらかタンドリーチキン
別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

⑧若鶏のグリルステーキ～さわやかな酸味と味わい豊かなバジルソース～

別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

⑤シェフ特製濃厚キャラメルプリン
そのまま お召し上がりOK

⑥野菜のムースで包んだエビとウニのテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

⑦炙りサーモンのカップマリネ～白ワインビネガーとレモンの香り～

そのまま お召し上がりOK

②②

①①

⑤⑤

③③

④④

⑨⑨

⑥⑥

⑧⑧

⑦⑦

� �



料理のみプラン

大人気プラン【デリパPlan"イタリアーノ"】をベースにお手軽プラン登場。
気軽にイタリア風のお料理が食べられるライトプラン！

②② ①①

⑤⑤

③③
④④

⑨⑨

⑥⑥

⑧⑧

⑦⑦

⑩⑩

デリパPlanイタリアーノライトお品書き＆お召し上がり方デリパPlanイタリアーノライトお品書き＆お召し上がり方

【名称】惣菜セット（デリパPlan"イタリアーノ"）【原材料名】小麦粉、鶏モモ肉、豚肉、豚脂肪、大豆油、澱粉、酒、砂糖、粉末状大豆たん白、オーツ麦、醸造酢、食塩、酵母エキス、合鴨肉、黒胡椒、
白ゴマ、粉末油脂、ぶどう糖、玉ねぎ、ライ麦粉、乳加工品、卵粉末、ヨーグルト、香辛料、乳化油脂（植物油脂）、サーモントラウト、醤油、ボイルエビ、魚肉すり身、鶏卵加工品、結着材料（粗ゼラ
チン、乳タンパク）、生クリーム、ホタテ、卵、マッシュルーム水煮、牛乳、いんげん、バター、卵黄、コーングリッツ、合挽き肉、パプリカ、プロセスチーズ、網脂、パン粉、トマトケチャップ、ゼラチン、
コショー、ナツメグ、バジルソース、マヨネーズ、ウニペースト、紅麹色素、液卵、水溶性食物繊維、発酵調味料、マスタード、ベーコン、還元水あめ、大豆油、ポークエキス、セルロース、チキンエキ
ス、香辛料、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、マーガリン、小麦粉、グラニュー糖、乾燥パイナップル加工品、乳糖、乾燥イチゴ加工品、ブルーベリーパフ加工品、乾燥マンゴー加工品、デキストリン、
粉末油脂、きな粉、玄米粉、メープルシロップ、米粉、小麦ふすま、コーンスターチ【添加物】ソルビトール、ポリリン酸Na、調味料（アミノ酸等）、リン酸(Na)）pH調整剤、くん液、発色剤、ゲル化
剤（増粘多糖類）、硫酸Ca、香料、乳化剤、カロチン色素、トレハロース、甘味料（ステビア）、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム、アラビアガム、グァー）グリセリン、酸味料、酸化防止剤
（V.C)、カゼインNa、着色料（カロチノイド、V.B2、黄4、青1、銅葉緑素、コチニール、アントシアニン、パプリカ色素、クチナシ黄色素）（一部に小麦、えび、卵、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、乳成分を含
む）【内容量】600g【賞味期限】開催日当日中にお召し上がりください。【保存方法】要冷蔵（10°C以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）
【栄養成分表示（１食分あたり）】熱量 589.4kcal、タンパク質 37.5g、脂質 44.0g、炭水化物 44.4g、ナトリウム 4.1g

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

②ハーブソーセージのボイル
別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

①新鮮プチトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ
そのまま お召し上がりOK

⑤シェフ特製桜風味のイタリアンプリン
そのまま お召し上がりOK

③ドライフルーツ入りグラノーラ
そのまま お召し上がりOK

④野菜のムースで包んだエビとウニのテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

④ダイスチーズと３色のパプリカを練り込んだチーズミートテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

⑨炙りサーモンのカップマリネ～白ワインビネガーとレモンの香り～
そのまま お召し上がりOK

⑥一口サイズの生ハム/サラミ/チーズ
そのまま お召し上がりOK

⑧肉厚燻製合鴨のパストラミ～楽しむブラックペッパーのインパクト～オリーブ添え
そのまま お召し上がりOK

⑦エビとブロッコリーのバジルソース和え
そのまま お召し上がりOK

⑩イタリアの風薫る濃厚カルボナーラうどん
蓋をしたまま500w 1分40秒

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに
施しております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが中身の品質には問題ありません。
お召し上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

レンジUPで温かいパスタも付いてくる大満足のボリューミープラン。
タンドリーチキンや合鴨のパストラミ、デザートも付いています！

デリパPlanミディアムお品書き＆お召し上がり方デリパPlanミディアムお品書き＆お召し上がり方

【名称】惣菜セット（デリパPlan"ミディアム"）【原材料名】小麦粉、鶏モモ肉、大豆油、澱粉、酒、砂糖、粉末状大豆たん白、醸造酢、食塩、酵母エキス、合鴨肉、黒胡椒、白ゴマ、粉末油脂、
ぶどう糖、乳加工品、卵粉末、ヨーグルト、香辛料、植物油、サーモントラウト、玉ねぎ、水煮わらび、薄焼きたまご鶏卵、食用卵殻粉、醤油、ボイルエビ、魚肉すり身、生クリーム、ホタテ、
卵、マッシュルーム水煮、牛乳、いんげん、バター、合挽き肉、パプリカ、プロセスチーズ、網脂、パン粉、トマトケチャップ、コショー、ナツメグ、バジルソース、マヨネーズ、ウニペースト、炒
めにんにく、発酵調味料、マスタード、赤ワイン、ビーフ風味エキス、味噌、おろしにんにく、ズッキーニ【添加物】ソルビトール、ポリリン酸Na、調味料（アミノ酸等）、増粘剤、リン酸(Na)
発色剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、硫酸Ca、香料、乳化剤、カロチン色素、甘味料（ステビア）、加工デンプン、グリセリン、酸味料、酸化防止剤（V.C)、着色料（カロチノイド、V.B2、黄4、青
1、銅葉緑素）pH調整剤、増粘剤（グァー）、（一部に小麦、えび、卵、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、乳成分を含む）【内容量】500g【賞味期限】開催日当日中にお召し上がりください。【保存方
法】要冷蔵（10°C以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養成分表示（１食分あたり）】熱量 879.1kcal、タンパク質 51.2g、
脂質 30.5g、炭水化物 102.7g、ナトリウム 6.4g

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに施し
ております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが中身の品質には問題ありません。お召し
上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

②②
①①

⑤⑤

③③

④④ ⑨⑨

⑥⑥

⑧⑧
⑦⑦

②若鶏のグリルステーキ～さわやかな酸味と味わい豊かなバジルソース～

別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

①新鮮プチトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ
そのまま お召し上がりOK

⑥肉厚燻製合鴨のパストラミ～楽しむブラックペッパーのインパクト～

そのまま お召し上がりOK

③炙りサーモンのカップマリネ～白ワインビネガーとレモンの香り～

そのまま お召し上がりOK

④やわらかタンドリーチキン
別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

⑤シェフ特製濃厚キャラメルプリン
そのまま お召し上がりOK

⑨スモークサーモン 錦糸卵ロール～あっさりビネガーの味わい～ 

そのまま お召し上がりOK

⑦記念日レストランNO,1人気の特製肉厚ローストビーフ
そのまま お召し上がりOK

⑧ダイスチーズと3色のパプリカを練り込んだチーズミートテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

⑧野菜のムースで包んだエビとウニのテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

⑩炭火で炙ったグリルチキンと旬な横浜都筑野菜のトマトパスタ
蓋をしたまま500w 1分40秒

⑩⑩

� �



料理のみプラン

【名称】惣菜セット（デリパPlan"京都まぜそば"）【原材料名】小麦粉、鶏モモ肉、大豆油、澱粉、酒、砂糖、粉末状大豆たん白、醸造酢、食塩、酵母エキス、合鴨肉、黒胡椒、白ゴ
マ、粉末油脂、ぶどう糖、乳加工品、卵粉末、玉ねぎ、香辛料、植物油、サーモントラウト、ヨーグルト、水煮わらび、薄焼きたまご鶏卵、醤油、ボイルエビ、魚肉すり身、食用卵殻
粉、生クリーム、ホタテ、マッシュルーム水煮、牛乳、いんげん、バター、卵、合挽き肉、パプリカ、プロセスチーズ、トマトケチャップ、網脂、パン粉、コショー、ナツメグ、バジルソー
ス、マヨネーズ、ウニペースト、味噌、炒めにんにく、発酵調味料、マスタード、赤ワイン、ビーフ風味エキス、おろしにんにく、スープエキス、植物性油脂、香辛料、乾燥卵白、並塩、
小麦蛋白【添加物】ソルビトール、ポリリン酸Na、調味料（アミノ酸等）、増粘剤、リン酸(Na)、発色剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、硫酸Ca、香料、乳化剤、カロチン色素、酒精、甘味
料（ステビア）、加工デンプン、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、カラメル色素、グリセリン、酸味料、酸化防止剤（V.C)、着色料（カロチノイド、V.B2、黄4、酒精、青1、銅葉緑素）
pH調整剤、増粘剤（グァー）、焼成カルシウム、かん水、ビタミンB2、プロピレングリコール（一部に小麦、えび、卵、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、乳成分を含む）【内容量】500g【賞味
期限】開催日当日中にお召し上がりください。【保存方法】要冷蔵（10°C以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養成分
表示（１食分あたり）】熱量 872.0kcal、タンパク質 51.8g、脂質 33.3g、炭水化物 111.5g、ナトリウム 4.52g

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに
施しております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが中身の品質には問題ありません。
お召し上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

②若鶏のグリルステーキ～さわやかな酸味と味わい豊かなバジルソース～

別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

①新鮮プチトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ
そのまま お召し上がりOK

⑥肉厚燻製合鴨のパストラミ～楽しむブラックペッパーのインパクト～

そのまま お召し上がりOK

③炙りサーモンのカップマリネ～白ワインビネガーとレモンの香り～

そのまま お召し上がりOK

④やわらかタンドリーチキン
別容器に移して500w 1分そのまま お召し上がりOK

⑤シェフ特製濃厚キャラメルプリン
そのまま お召し上がりOK

⑨スモークサーモン 錦糸卵ロール～あっさりビネガーの味わい～ 

そのまま お召し上がりOK

⑦記念日レストランNO,1人気の特製肉厚ローストビーフ
そのまま お召し上がりOK

⑧ダイスチーズと3色のパプリカを練り込んだチーズミートテリーヌ
そのまま お召し上がりOK

⑧野菜のムースで包んだエビとウニのテリーヌ

そのまま お召し上がりOK

⑩【京都ラーメン森井監修】特製鶏油が香る濃厚塩ダレの京都まぜそば
蓋をしたまま500w 1分40秒

限定コラボプラン限定コラボプラン

②②①①

⑤⑤
③③

④④

⑥⑥

⑨⑨

⑦⑦

⑩⑩

デリパPlan 京都まぜそばお品書き＆お召し上がり方デリパPlan 京都まぜそばお品書き＆お召し上がり方

京
都
ラ
ー
メ
ン

森
井

デリパ×京都ラーメン森井デリパ×京都ラーメン森井
京都ラーメン森井監修「京都まぜそば」がセットになったコラボプラン。
濃厚塩ダレまぜそばをパスタのような感覚で味わう！
京都ラーメン森井監修「京都まぜそば」がセットになったコラボプラン。
濃厚塩ダレまぜそばをパスタのような感覚で味わう！

⑧⑧

※実際の商品配置が写真と異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

エビチリ、焼売、杏仁豆腐…人気メニューを集めた中華セット。
オンライン飲み会で本格中華が味わえるオリジナルプラン！

【名称】惣菜セット（デリパPlan"チャイナ"）【原材料名】食塩、砂糖、醤油、香辛料、醸造酢、澱粉、酵母エキス、豚肉、植物油、生姜、豆板醤、米発酵調味料、にんにく、チキンエキス、玉
葱、唐辛子、ごま油、ポークエキス、ボイルエビ、ごま（練りごま、すりごま、切りごま）、豚脂、鶏肉、黒糖蜜、葱、蛋白加水分解物（国内製造）、ブドウ糖加糖液糖、脱脂粉乳、植物油脂、杏
仁霜、デキストリン、もち米、干椎茸、筍水煮、オイスターソース、蜂蜜、鶏モモ肉、トマトペースト、ソテーオニオン、おろし生姜、老酒、香味食用油（国内製造）、山椒、ピーナッツペースト、
チキン調味パウダー、ガーリックパウダー、発酵調味料、香味油、でん粉、豚肉加工品、豆板醤加工品、甜麺醤、ビーフエキス、オイスターエキス、白菜、トウチ、花椒、コショウ、唐辛子末、
しょうゆもろみ、サーモントラウト（チリ）、無塩せきベーコン、くらげ（タイ、マレーシア）、食用植物油脂、魚肉すり身、卵白、チキンエキスパウダー、大豆油、酒、粉末状大豆たん白、ゼラ
チン、パプリカ、トマト、小麦、乾燥卵白、、並塩、小麦蛋白【添加物】調味料(アミノ酸等）、カラメル色素、加工澱粉、増粘剤（キサンタンガム）、トレハロース、カゼインNa、香料、pH調整
剤、乳化剤、ソルビドール、着色料（カラメル、カロチノイド）、糊料（グァーガム）、セルロース、焼成Ca、リン酸塩（Na）、漂白剤（次亜硫酸Na）、加糖デンプ、ベニコウジ色素、酸味料、増
粘多糖、タリリン酸Na、（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・落花生・りんご・含む）【内容量】630g【賞味期限】開催日当日中にお召し上がりください【保存方法】要冷蔵
（10℃以下で保存）【製造者】株式会社NEO FLAG.（神奈川県横浜市都筑区中川1-22-14-1F）【栄養成分表示（１食分あたり）】熱量 986.0kcal、タンパク質 54.8g、脂質 
43.5g、炭水化物 93.8g、ナトリウム 2.6g

※食品衛生上の観点からより美味しく、安全に召し上がっていただくために真空パックの圧を強めに施しております。それ故に容器の歪みが発生する場合がありますが
　中身の品質には問題ありません。お召し上がりの際は、カップから別のお皿に移して召し上がっていただくことをおすすめしております。

②もちもち食感の中華ちまき

①スパイス香る特製ピリ辛ダレのよだれ鶏 ⑥じっくり焼いたチキンと新鮮パプリカのオイスター炒め

③シェフ特製ソースが絡むプリプリエビチリ

④とろける中華風ローストポーク

⑤やわらか口溶けの杏仁豆腐 ⑩しびれを効かせた旨辛麻婆麺

⑦しっとりチキンとコリコリクラゲの中華和え

⑨濃厚ごまだれのピリ辛バンバンジー

⑧肉汁たっぷりのジューシー焼売

デリパPlanチャイナお品書き＆お召し上がり方デリパPlanチャイナお品書き＆お召し上がり方

②②

①①

⑤⑤

③③

④④

⑨⑨

⑥⑥

⑧⑧

⑦⑦

⑩⑩

別容器に移して500w 1分

そのまま お召し上がりOK

別容器に移して500w 1分

そのまま お召し上がりOK

そのまま お召し上がりOK

別容器に移して500w 1分

そのまま お召し上がりOK

別容器に移して500w 1分

そのまま お召し上がりOK

蓋をしたまま500w 1分40秒
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オプションプラン

ドリンクオプション ＜ドリンクの紹介＞
ビールや日本酒、ワインなど、アルコールの紹介

「BeerBeautiful」をコンセプトに、ドイツの醸造技術を採用している日本のクラフトビール。川越の名産、さつまいもを使っ
たビールを作り出し全国的にも話題に。世界のアワードやビールコンテストで多数受賞。
ビールの本来持っている色、香り、味、のど越し、すべての表情を楽しめるようにと作られていて、 瓶もおしゃれで画面越し
でも映える飲みやすい おすすめのビールです。

赤みがかった深い黄褐
色、伽羅(きゃら)色の
ビール。6種の麦芽の
配合とやや高めのアル
コール分が、味の膨ら
みと丸みあるミディアム
ボディを織り成していま
す。
低温発酵ラガー酵母
による、飲み応えがあり
ながらもきれていく心
地よい後味です。

伽羅 -Kyara-

クリアな黄金色と白く柔ら
かな泡のコントラスト、さ
わやかな飲み口が特徴
のプレミアムピルスナー
ビール。軽やかな口当
たりながらも、深みある味
わいとホップの香味苦味
のバランスをとった上質
な味わいです。
その透明感溢れる特徴
にちなんで「瑠璃（る
り）」と名付けられました。

瑠璃 -Ruri-

香り高く洗練された苦
味のあるしっかりとしたフ
レーバーと、低めのア
ルコール度数にクリアな
飲み口のドリンカビリ
ティを両立させた味わ
いです。
ホップの個性とその風
味を最大限に引き出す
製法にちなんで「毬花
（まりはな）」と名付けら
れました。

毬花 -Marihana-

100年以上にわたり引き継がれたボタニカル醸造レシピ
による発酵ショウガ根抽出エキスを使うことで深い奥行き
が愉しめる炭酸飲料です。日本の炭酸飲料とは一味もふた
味も違う独特な味わいが特徴。
「ローズレモネード」、「キュリオスティコーラ」、「マンダリンオレ
ンジ」の３種類ががラインナップ。ぜひお愉しみください！ 

「タティアラ」はアボリジニ語で「美しい大地」という意
味。日本の食シーンにふさわしい味わいを実現するため、
メルシャンの経験豊富な醸造家がブレンディングに携わ
り、セント・ハレットとメルシャン双方の情熱と技術が一体
となり、タティアラの味わいが誕生しました。

「ひとてま造り」はご当地で丁寧に育てられた素材を使
い、素材の個性やクセを最大限活かし、約2万樽・約
85種類の中から厳選した樽貯蔵熟成焼酎を合わせ丁
寧に仕込む製法です。NEO DINING.お膝元、神奈川県
を代表する小田原シリーズはツウに人気の一品でもあ
ります。

洋ナシやグレープフルーツの香りが華やかに
立ち上り、徐々にパイナップルなどの熟した
果実香が広がってきます。ワインを口に含ん
だ時に、きれいな酸がスッと涼しげな印象を
与え、ミネラル感とのバランスも絶妙です。

「危険なほど飲みやすい」と世界的に評価の高いコエドビール。

イギリスからの輸入飲料フェンティマンス

クラフトビールシリーズ

こだわり炭酸飲料

ワインシリーズ クラフトチューハイシリーズ

オーストラリアの名門5つ星ワイナリーからお届け。 「ひとてま造り」の地域限定クラフトチューハイ。

セント・ハレット タティアラ
カベルネ&シラーズ

セント・ハレット タティアラ シャルドネ

カシスやラズベリーのフルーツの香りと、そ
れに加わる黒コショウや丁子、ユーカリな
どのスパイスのひとつひとつが感じられ
る、果実味とコクのバランスが良いワイン
です。ほのかな苦みとこなれた渋みが心地
よく、余韻は比較的長く感じられます。

洋ナシやグレープフルーツの香りが華や
かに立ち上り、徐々にパイナップルなどの
熟した果実香が広がってきます。ワインを
口に含んだ時に、きれいな酸がスッと涼し
げな印象を与え、ミネラル感とのバランス
も絶妙です。

小田原レモン

小田原うめ

カシスやラズベリーのフルーツの香りと、そ
れに加わる黒コショウや丁子、ユーカリな
どのスパイスのひとつひとつが感じられ
る、果実味とコクのバランスが良いワイン
です。ほのかな苦みとこなれた渋みが心
地よく、余韻は比較的長く感じられます。

人気No.1 艶やかな黒色と茶白
色の細やかな泡立ちの
コントラストが冴える長
期熟成ビール。重たす
ぎないまろやかさと軽
やかさのバランスが絶
妙。日本が世界に誇る
最高の黒の呼称「漆黒 
-Shikkoku-」にふさ
わしい、艶のある黒色
としっとりとした香味をご
堪能ください。

漆黒 -Shikkoku-

ドリンクオプション ＜組合せ（セットパック）の紹介＞
幹事様がドリンクプラン確定後、そのプラン中で参加者様各自がお好きなセットパックを選べます。

コエドビール毬花、漆黒
小田原レモン、
小田原うめ

2200 D
330ml 330ml333ml 333ml

コエドビール毬花、漆黒
スミノフアイス
烏龍茶

2200 E

500ml275ml333ml 333ml

2200 F

275ml 275ml275ml

フェンティマンス
ローズレモネード

キュリオスティコーラ
マンダリンオレンジ

コエドビール 毬花、漆黒
セント ハレット

タティアラ シャルドネ
赤/白

2200 C
180ml 180ml333ml 333ml

コエドビール
毬花、瑠璃、伽羅、漆黒

2200 A
333ml 333ml333ml 333ml

コエドビール 毬花、漆黒、伽羅
小田原レモン

2200 B
330ml333ml 333ml333ml 333ml 333ml333ml

コエドビール
毬花、瑠璃、伽羅

1500 A
330ml333ml 333ml

コエドビール毬花、瑠璃
小田原レモン

1500 B
355ml 275ml333ml

コエドビール毬花
コロナエキストラ
スミノフアイス

1500 C

330ml 330ml333ml

コエドビール毬花、
小田原レモン、
小田原うめ

1500 D

330ml 500ml333ml

コエドビール毬花、
小田原レモン、
烏龍茶

1500 E

500ml 425ml 500ml 500ml

烏龍茶、コーラ
オレンジジュース、
ミネラルウォーター

1500 F

ドリンクプラン 2200
下記からお好きなパックを選択できます。

ドリンクプラン 1500
下記からお好きなパックを選択できます。

ドリンクプラン 1000
下記からお好きなパックを選択できます。

ドリンクプラン 750
下記からお好きなパックを選択できます。

コエドビール
毬花、瑠璃

1000 A
333ml 333ml 330ml333ml

コエドビール瑠璃、
小田原レモン

1000 B
355ml 275ml

コロナ･エキストラ、
スミノフアイス

1000 C
330ml 330ml

小田原レモン、
小田原うめ

1000 D
500ml 500ml425ml

烏龍茶、
コーラ、

オレンジジュース

1000 E

コエドビール毬花、
烏龍茶

750 A
333ml 500ml 333ml 500ml

コエドビール瑠璃、
烏龍茶

750 B
180ml 180ml

セント ハレット
タティアラ シャルドネ

赤、白

750 C
330ml 500ml

小田原レモン、
烏龍茶

750 D
500ml 425ml

烏龍茶
オレンジジュース

750 E

ドリンクプラン 500
下記からお好きなパックを
選択できます。

コエドビール毬花
500 A

小田原レモン
500 B

コロナエキストラ
500 C

スミノフアイス
500 D

セント ハレット
タティアラ シャルドネ

赤

500 E

烏龍茶
500 F

330ml 355ml330ml

275ml 500ml180ml

※各プランに栓抜きは付属しておりません
※烏龍茶・オレンジジュース・コーラ・ミネラルウォーター
の画像はイメージです。
※フェンティマンスのローズレモネード、キュリオスティ
コーラ、マンダリンオレンジはソフトドリンクです。
※仕入れの状況により銘柄が予告なく変更される場合
がございます。
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています

�� ��



オンライン懇親会で会話に困ったら...
会話が詰まったらトークテーマに頼ってみよう！幹事さんがサイコロ振って出た目でトーク。
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QRコードを読むと
簡単にサイコロが振れます

もしくは...

サイコロ　振る

社内コミュニケーション活性化のお役に立ちたい
　はじめまして。DeliPa Cool（デリパクール）を運営している株式会社NEO FLAG.（ネオフラッグ）と
申します。コロナ禍の中、様々な業種の企業様に大きな変化をもたらしています。
オンラインツールが普及し、これまでは物理的な距離からコミュニケーションの機会がなかった人々が
繋がれるようにもなりました。
　だからこそ当社のサービスは様々なビジネスオンラインシーンでご利用されています。例えば「会社
の部署6人で」「お世話になった上司の送別会で」「内定者懇親会で」「取引先との懇親会で」「オンラ
イン研修後のコミュニケーションの場で」「オンライン入社式やオンラインイベントで」など、数えきれな
いシーンで活用され、法人企業様、団体、労働組合様など5,000社以上にご利用いただきました。
　私たちは、記念日プロデュース企業として飲食だけではない側面から社内コミュニケーション活性
化のお役に立てるように、様々なサービスを通じて「人々の人生をもっと豊かに」というミッションを達成
していきます。

詳細はこちらから▶ https://delivery-p2.neodining-catering.com/

盛り上げ役は

プロ司会者に

お任せ

盛り上げ役は

プロ司会者に

お任せ
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オンライン懇親会用

お料理宅配

お品書きカタログ
DeliPa OnLine

Live 00:00:00

ご利用期限：2022年2月1日㈫～2022年5月31日㈫までのご注文分

EDD7CP52EDD7CP52
※20,000円以上のご利用で適応可能です ※他のクーポンとの併用はできません
※キャンペーンコードは1会員1回の利用に限ります

LINE公式カウント
NEO DINING.お客様窓口

公式Instagram delipa_online
美味しくて映えるデリが大好物のデリパちゃんが更新中
♡DeliPaフードをオシャレに盛った #デリ映えフォト公開

このカタログの内容は2022.1.31現在のものです。予告なく変更となる場合がありますので、ご容赦ください。 【DPC  ver.20220131】

この「ビンゴカード」の白マスに１から75までの数字をランダムに記入します。
中央はラッキースポットですので、記入しないでください。

準備しよう！

左の「ビンゴカード」に１から75までの数字を
ランダムに記入します。中央のマスはラッキー
スポットなので、記入しません。

下記の「オンラインビンゴマシーン」へアク
セスしてスタート画面（数字が00）が出たら、
画面共有を開始します。

◆キャスト（進行役）

ゲームをしよう！

画面に表示された番号が自分のビンゴ
カードにあれば、チェック。タテ・ヨコ・ナナメ
いずれかが一列そろったらビンゴ！です。大
きな声で「ビンゴー！」。挙手ボタンを押した
後に賞品選びに進みます。

◆ゲスト（参加者）

画面の「次の番号」をクリックし、番号を出し
ていきます。 ※音量に気をつけましょう。

※あとひとつでビンゴの場合は「リーチ」と
　宣言しましょう

数字の代わ
りに「フリー

ワードビン

ゴ」もおすす
め！田中・鈴

木・吉田...

と社内の社
員名にテー

マを決めて

遊んでも盛
り上がるか

も?!

オンライン懇親会で大人気！ ビンゴ 遊び方＆カードオンライン懇親会で大人気！ ビンゴ 遊び方＆カード

ビンゴマシーン.net

◆キャスト（進行役）

◆ゲスト（参加者）
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