
■食堂での食事料金

■野外炊事経費

メニュー 内容物（８人前）
金 額

別途必要品
８人前 ４人前

朝

食

朝食セット
米（1.2kg）、卵（8 個）、納豆（8 個）、のり（8 個）、味噌（200g）、わかめ、漬物、油、塩コ

ショウ、醤油

2,960 円 1,480 円

パンセット
ロールパン（24 個）、ジャム、マーガリン、レタス（半玉）、卵（8 個）、ベーコン（8 枚）、スラ

イスチーズ（8 枚）、牛乳（200ml×8 本）、油、塩コショウ

3,080 円 1,540 円

カートンドッグ
ドッグパン（16 本）、ミニウインナー（32 本）、スロー（320g）、ツナ缶（2 缶）、ケチャッ

プ、オレンジジュース（8 本）又はコーンスープ（8 袋）、アルミホイル

3,680 円 1,840 円

空牛乳パック

（1,000ml）

1 人 2 本

昼

食

・

夕

食

カレーライス
米（1.2kg）、豚肉（500g）、じゃがいも（4 個）、人参（1 本）、玉葱（3 個）、カレールウ（1

箱・甘口又は中辛）、漬物、オレンジジュース（8 本）

4,000 円 2,000 円

ハンバーグセット
米（1.2kg）、レトルトハンバーグ（8 パック）、キャベツ（半玉）、ツナ缶（1 缶）、マヨネーズ、

味噌（200g）、わかめ、漬物、オレンジジュース（8 本）

炊き込みごはん
米（1.2kg）、釜飯の素、キャベツ（半玉）、ツナ缶（1 缶）、マヨネーズ、味噌（200g）、わか

め、漬物、オレンジジュース（8 本）

豚汁セット
米（1.2kg）、豚肉（500g）、じゃがいも（2 個）、人参（1 本）、玉葱（2 個）、大根（1/3 本）、

こんにゃく、油揚げ、味噌（240g）、漬物、オレンジジュース（8 本）

焼きそば
焼きそば麺（8 玉）、豚肉（250g）、キャベツ（半玉）、もやし（1 袋）、焼きそばソース、ふりか

け、紅生姜、油、オレンジジュース（8 本）

カレーナン
豚肉（500g）、じゃがいも（4 個）、玉葱（3 個）、人参（1 本）、カレールウ、強力粉（1kg）、

ドライイースト、砂糖、塩、マーガリン、漬物

鉄板焼き

コショウ、茶（1 パック）

焼肉セット
米（1.2kg）、豚肉（1.5kg）、ウインナー（16 本）、キャベツ（半玉）、玉葱（3 個）、かぼちゃ

（1/4 個）、もやし（1 袋）、ピーマン、焼肉のたれ、塩コショウ、オレンジジュース（8 本）

朝 食 昼 食 夕 食

未就学児（４歳～） ２７０円 ４２０円 ５７０円

小 学 生 ４６０円 ５１０円 ６６０円

中 学 生 以上 ４７０円 ５２０円 ６８０円

※４歳未満は保護者の皿から取り分けてください。

米 （1.2kg）、卵 （8個）、納豆 （8個）、のり （8個）、

味噌 （200g）、 わかめ、 漬物、 油、 塩コショウ、

醤油

ロールパン （24個）、ジャム、マーガリン、レタス （半

玉）、卵 （8個）、ベーコン （8 枚）、スライスチーズ （8

枚）、 牛乳 （200ml × 8 本）、 油、 塩コショウ

ドッグパン （16 本）、ミニウインナー （32 本）、スロー

（320g）、ツナパック、ケチャップ、オレンジジュース（8

本） 又はコーンスープ （8 袋）、 アルミホイル

米 （1.2kg）、 豚肉 （500g）、 じゃがいも （4個）、

人参 （1本）、 玉葱 （3 個）、 カレールウ （1箱 ・

甘口又は中辛）、 漬物、 オレンジジュース （8 本）

米 （1.2kg）、 レトルトハンバーグ （8 パック）、 キャ

ベツ（半玉）、ツナ缶（1缶）、マヨネーズ、味噌（200g）、

わかめ、 漬物、 オレンジジュース （8 本）

米 （1.2kg）、釜飯の素、キャベツ （半玉）、ツナ缶 （1

缶）、 マヨネーズ、 味噌 （200g）、 わかめ、 漬物、

オレンジジュース （8 本）

焼きそば麺（8玉）、豚肉（250g）、キャベツ（半玉）、

もやし （1袋）、焼きそばソース、ふりかけ、紅生姜、

油、 オレンジジュース （8 本）

豚肉 （500g）、 じゃがいも （4個）、 玉葱 （3個）、

人参 （1本）、 カレールウ、 強力粉 （1kg）、 ドライ

イースト、 砂糖、 塩、マーガリン、 漬物、 ラップ、 クッ

キングシート

米 （1.2kg）、 豚肉 （1.5kg）、 ウインナー （16 本）、 キャベ

ツ （半玉）、玉葱 （3個）、かぼちゃ （1/4個）、もやし （1袋）、

ピーマン、焼肉のたれ、塩コショウ、オレンジジュース （8 本）

豚肉 （1kg）、海老 （8 尾）、ウインナー （8 本）、キャ

ベツ （半玉）、 玉葱 （3 個）、 人参 （1本）、 サツ

マイモ （1本） ピーマン、椎茸、焼きそば麺 （4玉）、

焼きそばソース、 焼肉のたれ、 油、 塩コショウ、

米（1.2kg）、 豚肉 （500g）、 じゃがいも （2 個）、

人参（1本）、玉葱（2個）、大根（1/3 本）、こんにゃく、

油揚げ、味噌 （240g）、漬物、オレンジジュース（8 本）

（２） 各種料金について

■施設使用料（１人１泊あたり）

青少年区分の団体 無 料

一般区分の団体 ８１０円

※区分が不明の場合は、お問い合わせください。

※青少年区分の団体の場合、引率者の大人も

施設使用料が無料になります。

■シーツ等洗濯料（１人あたり）

シーツ等洗濯料 ３００円

シュラフシーツ等

洗濯料
３００円

※持ち込みのシュラフ（寝袋）を使用される場合は、洗濯料はかかりません。

※

※

宿泊が長期にわたる場合、４泊ごとにシーツを交換します。その都度、洗濯料がかかります。

4歳未満は、添い寝の場合無料

■講師室使用料（１人１泊あたり）

講師室使用料 ８１０円

※外部講師、学校団体の引率責任者等が使用できます。詳しくはお問い合わせください。

■特定研修活動実施経費（利用者４０名につき１名の講師を依頼）

夜空の観察にかかる

講師料（１名につき）
６，０５０円

※申し込み後のキャンセルはできません。

※自主活動における夜空の観察では、講師料は発生しません。

※19：30以降の開始

■マイクロバスでの送迎にかかる費用（燃料代）

保育園、幼稚園等で、当所のマイクロバスでの送迎を希望される場合は、燃料代として経

費を負担いただきます。また、高速道路や有料駐車場を利用される場合は、費用を料金所に

てお支払いいただきます。該当する利用団体には、別途ご案内いたします。

【青少年区分の例】

各種学校、保育園・幼稚園、

子ども会、スポーツ少年団等

【一般区分の例】

企業、老人会等 料

金
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