
 

６．利用に必要な経費 

 

（１） 支払いの流れ 

              □退所手続きの際、請求書をお受け取りください。 

 

 

 

 

               【支払い方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

              □食堂窓口で、食費、教材費等に関する手続きを行い、請求書をお受

け取りください。 

 

 

 

 

               【支払い方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 支払い方法は、上記からお選びください。 

    ※ 支払いは、原則、退所日となります。 

    ※児童・生徒、引率者など、請求書を分割することができます。 

    ※ 原則、請求書発行後の支払い方法の変更はできませんのでご留意ください。 

 

 

  

自然の家 

事務室  ・施設使用料       ・シーツ等洗濯料 

 ・特定研修活動実施経費  ・講師室使用料 など 

 ① 当日現金払い（手数料なし） 

  食堂窓口にてお支払いください。 

 ② 銀行振込  （手数料あり） 

  退所後、３０日以内に振り込んでください。 

 ③ コンビニ払込（手数料あり） 

  退所後、３０日以内に払い込んでください。 

食 堂 

事務室 
 ・食堂での食事料金    ・野外炊事に関する費用 

 ・お弁当代        ・教材費 など 

 ① 当日現金払い   （手数料なし） 

  食堂窓口にてお支払いください。 

 ② ゆうちょ銀行振込 （１団体１件のみ無料） 

  退所後、原則１週間以内に振り込んでください。 

 ③ 銀行振込     （手数料あり） 

  退所後、原則１週間以内に払い込んでください。 
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（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 ８００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。 

 

   ■講師室使用料（１人１泊あたり） 

講師室使用料 ８００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。 

 

 

   ■マイクロバスでの送迎にかかる費用（燃料代） 

    保育園、幼稚園などで、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。 

  

【青少年区分の例】 

 各種学校、保育園・幼稚園、 

子ども会、スポーツ少年団など 

【一般区分の例】 

 企業、老人会など 

 

６．利用に必要な経費 

 

（１） 支払いの流れ 

              □退所手続きの際、請求書をお受け取りください。 

 

 

 

 

               【支払い方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

              □食堂窓口で、食費、教材費等に関する手続きを行い、請求書をお受

け取りください。 

 

 

 

 

               【支払い方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 支払い方法は、上記からお選びください。 

    ※ 支払いは、原則、退所日となります。 

    ※児童・生徒、引率者など、請求書を分割することができます。 

    ※ 原則、請求書発行後の支払い方法の変更はできませんのでご留意ください。 

 

 

  

自然の家 

事務室  ・施設使用料       ・シーツ等洗濯料 

 ・特定研修活動実施経費  ・講師室使用料 など 

 ① 当日現金払い（手数料なし） 

  食堂窓口にてお支払いください。 

 ② 銀行振込  （手数料あり） 

  退所後、３０日以内に振り込んでください。 

 ③ コンビニ払込（手数料あり） 

  退所後、３０日以内に払い込んでください。 

食 堂 

事務室 
 ・食堂での食事料金    ・野外炊事に関する費用 

 ・お弁当代        ・教材費 など 

 ① 当日現金払い   （手数料なし） 

  食堂窓口にてお支払いください。 

 ② ゆうちょ銀行振込 （１団体１件のみ無料） 

  退所後、原則１週間以内に振り込んでください。 

 ③ 銀行振込     （手数料あり） 

  退所後、原則１週間以内に払い込んでください。 

料

金
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■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

2,880 円 1,440 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

3,000 円 1,500 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 

3,600 円 1,800 円 

空牛乳パック

（1,000ml） 

1 人 1 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） 

3,920 円 1,960 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 

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、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（３歳以下無料） ２６０円 ４１０円 ５６０円 

小 学 生 ４５０円 ５００円 ６５０円 

中 学 生 以上 ４６０円 ５１０円 ６７０円 

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

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、 茶 （1パック）

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）
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メニュー 内容物（８人前） 
金 額 

別途必要品 
８人前 ４人前 

そ

の

他

手打ちうどんセット 小麦粉（1kg）、塩、つゆ、ねぎ、きざみのり、七味 1,760 円 880 円 

ピザセット 

強力粉（1kg）、ドライイースト、ウインナー（10 本）、ベーコン（6 枚）、

サラミ（45g）、玉葱（1 個）、ピーマン（2 個）、コーン、ビザ用チーズ

（250g）、ピザソース（400g）、砂糖、塩、マーガリン、ラップ、クッキ

ングシート 

4,360 円 2,180 円 

ピザ＆ 

チョコパンセット

強力粉（1kg）、ドライイースト、ウインナー（7 本）、ベーコン（3 枚）、

サラミ（45g）、玉葱（1 個）、ピーマン（2 個）、コーン、ビザ用チーズ

（250g）、ピザソース（400g）、砂糖、塩、マーガリン、板チョコ、ナッ

ツ、ラップ、クッキングシート 

4,360 円 2,180 円 

手作りアイス 

クリームセット
840 円 420 円 

空ペットボトル

（500ml）

1セット

あたり2本 

五平餅セット 640 円 320 円 

※端数は４人分（ハーフ）単位で注文できます。

※季節により、一部内容物や価格が変更になる場合があります。

※ゴミ袋、新聞紙、割り箸、スプーン、ライター、スポンジ、たわし、洗剤、ふきんなど

の消耗品は各団体にてご準備ください。

※つゆ、塩コショウ、七味、アルミホイル、ラップ、クッキングシート、バニラエッセン

スは使用後に返却してください。

※上記以外の副食（ジュース、おやつ等）の注文を希望される場合は、食堂窓口へご相談

ください。

炊飯セット 缶かまどセット 

■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

2,880 円 1,440 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

3,000 円 1,500 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 

3,600 円 1,800 円 

空牛乳パック

（1,000ml） 

1 人 1 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） 

3,920 円 1,960 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 

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、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（３歳以下無料） ２６０円 ４１０円 ５６０円 

小 学 生 ４５０円 ５００円 ６５０円 

中 学 生 以上 ４６０円 ５１０円 ６７０円 

牛乳 （500ml）、 生クリーム （200ml）、 バニラエッ

センス、砂糖、塩、紙コップ （8個）、スプーン （8 本）

炊いた米 （1kg ・ うるち米、 もち米）、 味噌だれ、

割り箸 （8 本）、 ビニール手袋 （8 枚）

強力粉 （1kg）、ドライイースト、ウインナー （10 本）、

ベーコン （6 枚）、サラミ （45g）、玉葱 （1個）、ピー

マン （2 個）、 コーン、 ビザ用チーズ （250g）、 ピ

ザソース （400g）、砂糖、塩、マーガリン、ラップ、クッ

キングシート

強力粉 （1kg）、 ドライイースト、ウインナー （7 本）、

ベーコン （3 枚）、サラミ （45g）、玉葱 （1個）、ピー

マン （2 個）、 コーン、 ビザ用チーズ （250g）、 ピ

ザソース （400g）、砂糖、塩、マーガリン、板チョコ、

ナッツ、 ラップ、 クッキングシート

小麦粉 （1kg）、 塩、 つゆ、 ねぎ、 きざみのり、 七味

料

金
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    ■各種弁当 

メニュー 内 容 物 金 額 

朝食パン弁当 
ロールパン３個、牛乳、チーズ、ソーセージ、ジャム、

マーガリン 
410 円 

朝食パン弁当（小） 
ロールパン２個、牛乳、チーズ、ソーセージ、ジャム、

マーガリン 
390 円 

幕の内弁当 
ごはん、ハンバーグ、から揚げ、焼き魚、卵焼き等 

※セブンイレブンの幕の内弁当です。 
550 円 

おむすび＆おかずセット 
おむすび（ツナマヨ・焼鮭）、からあげ、卵焼き等 

※セブンイレブンのおむすび＆おかずセットです。 
400 円 

おにぎり単品Ａ たたき梅 ※セブンイレブンのおにぎりです。 140 円 

おにぎり単品Ｂ 昆  布 ※セブンイレブンのおにぎりです。 130 円 

すし弁当Ａ 鱒寿司（1/6 カット）、いなり寿司、巻きずし、紅生姜 

500 円 すし弁当Ｂ 鱒寿司、いなり寿司、巻きずし、紅生姜 

すし弁当Ｃ いなり寿司、巻きずし、紅生姜 

     ※弁当のアレルギー対応はできません。 

     ※弁当の内容物は変更になる場合があります。 

     ※表示価格と販売価格が異なりますのでご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

          幕の内弁当    おむすび＆おかずセット   おにぎり単品 

 

 

 

 

 

 

          すし弁当Ａ       すし弁当Ｂ       すし弁当Ｃ 
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    ■教材費 

活 動 名 品  名 金 額 

野 外 炊 事 

炊事用薪              １箱 

（かまど１箇所あたり１箱程度） 

食器用洗剤             １本 

ゴミ袋             １枚 

670 円 

 

130 円 

35 円 

キャンプファイヤー 

キャンプファイヤーセット 

（キャンプファイヤー用薪、炊事用薪、灯油） 
7,200 円 

キャンプファイヤーハーフセット 

（ハーフドラムでの実施用・上記の半分程度） 
4,100 円 

キャンドルサービス 

ろうそく 女神用 （大）      １本 

ろうそく 誓詞者用（中）      １本 

ろうそく 燭台用          １本 

ろうそく 個人用 （小）    １本 

110 円 

90 円 

40 円 

10 円 

森小屋づくり 

森のあそび場づくり 

縄 φ１cm・100m       １巻 

（８人１グループで１巻程度） 
1,200 円 

火おこし体験 
火おこし器用 まさつ棒       １本 

火おこし器用 火きり板（Ｖ字溝付き）１枚 

210 円 

615 円 

焼き板 

焼き板 焼いてある板      1 枚 

焼き板 焼いていない板     1 枚 

焼き板用ガスバーナーボンベ   1 本 

（８人１グループで１本程度） 

カラーテックス ７色      １セット 

（８人１グループで１セット程度） 

カラーテックス 各色      １本 

（赤・白・黄・緑・青・水色・桃） 

130 円 

80 円 

270 円 

 

980 円 

 

140 円 

 

若狭塗り箸 
若狭塗り箸セット        １セット 

（若狭塗り箸１膳と紙やすり） 
200 円 

マイフォーク 

マイスプーン 

フォークまたはスプーンの先   １本 

（柄の木材の部分は、各団体で用意） 
100 円 

立山ひょうたん 立山ひょうたん（紐飾り付き）  １本 420 円 

草木染め 

草木染めセット         １セット 

（布、ミョウバン、大豆、割箸、輪ゴム） 

（染料としてタマネギの皮を各団体１名あたり

８ｇ程度ご用意ください） 

450 円 

 

  

料

金
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