
①宿泊にかかる料金

□　シーツ等洗濯代

・本館　　　　２００円

・キャンプ場　５０円（寝袋を借りた場合のみ）

※長期宿泊の場合、３泊ごとにシーツを交換します。（交換ごとにシーツ洗濯代がかかります）

□　施設使用料（宿泊料）
・青少年区分の団体    無料

・一般区分の団体       お一人１泊につき８００円

□　講師室使用料（講師室１～８）原則として1団体1室

・１泊　８００円

②食事にかかる料金（※消費税含む）

    □　野外炊事

調味料 受渡時間
料金

（１人あたり）
備考

午前6:30～ 420円

ケチャップ 午前6:30～ 300円
牛乳パック・アルミホイル・

新聞紙は団体で準備を
お願いします。

だしの素
味噌

午前9:00～ 560円

カレールー
（甘口）

午前9:00～ 560円

50円

100円

100円

50円

200円

100円

[サラダ]　キャベツ・レタス（各１５ｇ）・かに蒲鉾（１本）・マヨネーズ

[飲み物]　パックジュース２００ｍｌ（アップル・オレンジ）

[ゆで卵]　卵（１個）

[ハンバーグ]　パックハンバーグ（120g）

[ナン]　ナン（70g）

朝ごはん
セット

[カレー]　米（120g/1人）
　　　　　豚肉（５０ｇ）
　　　　　玉ねぎ（５０ｇ）
　　　　　にんじん（３０ｇ）
　　　　　じゃがいも（８０ｇ）

内容
基本は８人分

だしの素
味噌

[豚汁]　　　こんにゃく（２０ｇ）
　　　　　　ねぎ（５ｇ）
　　　　　　しめじ（１/４Ｐ）
[デザート]　プリン

[漬物]　　　福神漬け（各班１Ｐ）

[飲み物]紙パックお茶（２００ｍｌ）

[デザート]　プリン

時間が無い時や手間を省きたい時にどうぞ

※団体区分がわからない場合はお問い合わせください。

メニュー

　　　　　　　　 ミニおにぎり弁当　　　　　  430円

□　お弁当・・・幕ノ内弁当・俵ごはん弁当　 　どちらも570円

□　本館食

※活動場所に使用料は発生しません。（集会室や体育館など屋内施設、キャンプ場や野外炊事場など屋外施設）

豚汁セット

カレーセット

午前6:30～

[ご飯]　　米（120ｇ/1人）
[味噌汁]　玉ねぎ
　　　　　ねぎ
　　　　　白玉麩
　　　　　わかめ

[パン]　　菓子パン2個
[飲み物]　牛乳

カートンドッグ

420円

[デザート]　バナナ
パンセット

[付け合わせ]　缶詰（魚系）
　　　　　　　味付けのり
[デザート]　　バナナ

[ご飯]　　米（120ｇ/1人）
[豚汁]　　豚肉（５０ｇ）
　　　　  大根（４０ｇ）
　　　　  にんじん（２０ｇ）
　　　　  じゃがいも（４０ｇ）

トッピング
（追加メニュー）

炊きあげごはん

[カートンドッグ]　ホットドッグパン（１本）
　　　　　　　　　ウインナー
　　　　　　　　　キャベツ
[デザート]　オレンジジュース（２００ｍｌ）

※お弁当には、紙パックのお茶（200ml）のお茶が1個付いています。

朝食

440円

430円

350円 1,400円未就学児（３歳以上） 490円 560円

1,700円

小学生 570円 660円 1,660円

中学生以上 580円 680円

昼食 夕食 合計

６ 各種料金一覧

※一度に複数の種類のお弁当は注文出来ません。予めご了承ください。

※ホームページにそれぞれのお弁当の写真と原材料表が掲載されています。注文前にご確認ください。

※水筒へお茶の補充を希望される方は、事前に予約が必要となります。

※給茶用のタンクの追加を希望される場合は、有料となります（約４０ℓ ５００円）。
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調味料 受渡時間
料金

（１人あたり）
備考

焼肉のタレ 午前9:00～ 1,000円
割り箸が
つきます

午前9:00～ 560円
割り箸が
つきます

塩
ピザ用ソース
キャノリーブ

オイル
コンソメ

午前9:00～ 600円
ラップ・アルミホイルは

団体で準備をお願い
します。

塩・こしょう
コンソメ
カレー粉

キャノリーブ
オイル

午前9:00～ 600円
アルミホイルは団体で
準備をお願いします。

すき焼きのタ
レ

午前9:00～ 650円

シチュールー 午前9:00～ 650円

午前9:00～ ３００円

※野外炊事は5名以上からの対応とさせていただきます。

※ラップ・アルミホイルは食堂売店で販売致します。

※かまどをご利用の場合は、薪代として１班６２０円かかります。

メニュー 内容
基本は８人分

[バウムクーヘン]  ホットケーキミックス
　　　　　　　　 卵（１/１０個）
　　　　　　　　 ジャム
[飲み物]　　　　 パック牛乳

　 □　野外炊事：自主メニュー

[焼きそば]　にんじん（５ｇ）
　　　　　　もやし（２０ｇ）
[デザート]　プリン

[パエリア]　米（100g/1人）
　　　　　　きのこ（３０ｇ）
　　　　　　玉ねぎ（２０ｇ）
　　　　　　赤パプリカ（１５ｇ）
　　　　　　ウインナー（１８ｇ）

[スープ]　　　玉ねぎ（２０ｇ）
　　　　　　　ベーコン（１０ｇ）
　　　　　　　キャベツ（１０ｇ）
[デザート]　　プリン

バーベキュー
セット

ピザセット

シチュー
セット

※食材の持込は、食中毒防止のため原則お断りしております。

自主的なメニュー構成で野外炊事を行う場合は、食材は食堂までご注文ください。

注文方法は、利用申込書へご記入の上、ご提出ください。

[すき焼き]　もやし（２０ｇ）
　　　　　　糸こんにゃく（５０
ｇ）
[デザート]　プリン

[ピザ]　　強力粉（１００ｇ）
　　　　　ドライイースト（１ｇ）
　　　　　ウインナー（１８ｇ）
　　　　　玉ねぎ（２０ｇ）
　　　　　ピーマン（１/２個）
　　　　　トマト（１/２個）

[ピザ]　　　きのこ（２０ｇ）
　　　　　　ピザ用チーズ（５０
ｇ）
[スープ]　　玉ねぎ（２０ｇ）
　　　　　　ベーコン（１０ｇ）
　　　　　　キャベツ（１０ｇ）

すき焼き
セット

[ご飯]　　　米（120g/1人）
[すき焼き]　牛肉（８０ｇ）
　　　　　　豆腐（１/４Ｐ）
　　　　　　白菜（１２０ｇ）
　　　　　　ねぎ（３０ｇ）

バウムクーヘン

パエリア
セット

[ご飯]　　　米（120g/1人）
[シチュー]　豚肉（８０ｇ）
　　　　　　玉ねぎ（６０ｇ）
　　　　　　にんじん（４０ｇ）
　　　　　　じゃがいも（８０ｇ）

[シチュー]　しめじ（１/４Ｐ）
　　　　　　グリーンピース（５
ｇ）
[デザート]　プリン

[焼きそば]　焼きそば麺（１Ｐ）
　　　　　　豚肉（３０ｇ）
　　　　　　キャベツ（３０ｇ）
　　　　　　玉ねぎ（１５ｇ）焼きそばセット

[ご飯]　　米（120g/1人）
[焼肉]　　牛肉（１２０ｇ）
　　　　　豚肉（８０ｇ）
　　　　　ウインナー（２本）
　　　　　キャベツ（５０ｇ）

[焼肉]　　 ナス（３０ｇ）
　　　　　 玉ねぎ（５０ｇ）
　　　　　 ピーマン（１/２個）

※内容は時価により多少変更になることがあります。
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　④料金例

　③売店で購入できる活動備品（※消費税含む）

　　ア　大人１人・小学生１０人 ＋ 本館宿泊１泊２日 ＋ 野外炊事（カレーセット）×２班・食堂朝食

①施設使用料　　　　　　　　　 　　０円
②シーツ洗濯代　　　　 　　２，２００円　・　・　・ 内訳　２００円　×　１１人　＝　２，２００円
③食費　　　　　　　　　　　１０，９００円　・　・　・ 内訳　大人夕食（野外炊事）　　 ５６０円　＋　大人　朝食　４４０円　×　　１人　＝　１，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　小学生夕食（野外炊事）　５６０円　＋　小学生朝食 ４３０円　×　１０人　＝　９，９００円
④野外炊事用薪代　　　　 １，２４０円　　　　　　　　　　薪代 ６２０円　×　２班分　＝　１，２４０円

合計　　　　　１４，３４０円

　　イ　大人１０人 ＋ 本館宿泊４泊５日 ＋ 食堂食（夕４回・朝４回・昼３回）

①施設使用料　　　 　　　３２，０００円　・　・　・ 内訳　８００円　×　１０人　×　４泊　＝　３２，０００円
②シーツ洗濯代　　 　  　　４，０００円　・　・　・ 内訳　２００円　×　１０人　×　２回　＝　　４，０００円
③食費　　　　　　　　　　　６２，２００円　・　・　・ 内訳　大人朝食　４４０円　×　１０人　×　４回　＝　１７，６００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大人昼食　５８０円　×　１０人　×　３回　＝　１７，４００円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大人夕食　６８０円　×　１０人　×　４回　＝　２７，２００円

合計　　　　　９８，２００円

分類 商品 価格 分類 商品 価格

フェイスタオル（1枚） １５５円 アクエリアス　５００ml １６０円

ボディソープ １８５円 Qooオレンジ　４７０ml １６０円

ハブラシセット ３６０円 爽健美茶　５００ml １６０円

シャンプーセット ３７０円 いろはす　５００ml １２０円

生理用品（1枚） ３０円 パックジュース　２００ml（オレンジ） １００円

室戸市指定ゴミ袋（1枚） ４１円 パックジュース　２００ml（アップル） １００円

粉末洗剤（1回分） ５０円 パックお茶　２５０ml １００円

アルミホイル（1個） １５０円 クリームパン １１５円

食品包装用ラップフィルム（1個）１５０円 ジャムパン １１５円

ブルボンプチうす焼き １１０円 アンパン １１５円

えびせん　1P ５０円 メロンパン １１５円

えびせん　4P×1本 ２００円 白くまくんアイスクリン（カップ） １２０円

ビスコ ４０円 白くまくん黒糖アイス（カップ） １２０円

ろうそく（小） １０円 温州ミカンキャンデー １００円

ろうそく（大） ８０円 バナナアイスキャンデー １００円

体験の風をおこそう（BOOK） １８００円 ソフトチョコレートキャンデー １００円

黒糖アイスキャンデー １００円

そ
の
他

ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル

飲
料

雑
貨
品

お
菓
子

パ

ッ
ク

ジ

ュ
ー

ス

菓
子
パ
ン

久
保
田
ア
イ
ス

青少年団体

一般団体

※

一
週
間
前
に
注
文
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
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●貸出備品一覧

事務室 つどいの広間倉庫
湯沸かしポット 6 バレーボール 4
ジャグ　９ℓサイズ 4 ソフトバレーボール 3
やかん 1 ミニバレーボール 3
ホワイトボード 2 バレーボール支柱（組） 2
ホワイトボード用マーカーセット 2 バレーボールネット 2
プロジェクター 2 バレーボールアンテナ 4
スクリーン 2 バスケットボール 5
台車（館内用） 4 フットサルボール 2
ポータブルアンプ 1 フットサル用ゴール（組） 1
ワイヤレスマイク 2 バドミントン支柱（組） 3
延長ドラム 3 バドミントンネット 3
ストップウォッチ 4 ドッジボール 5
コンパス 50 柔道用畳（面） 4
懐中電灯 １ヶにつき単１電池×２本必要 10 綱引きロープ 1
星座早見 10 長縄　6ｍ 2
双眼鏡 6 卓球台 13
拡声器 2 フライングディスク（ゴール） 5
集音器 8 フライングディスク 13
ペタンクセット（屋外） 10 カラーコーン 4
ペタンクセット（屋内） 4 キャンドルファイア用燭台 1
モニター付顕微鏡 12 なかよし広間倉庫
実体顕微鏡 20 キャンドルファイア用燭台 1
虫とりあみ 20 中庭用遊具
カセットコンロ カセットボンベが必要 6 竹馬（組） 6
メジャー １００ｍ 2 フラフープ 10
工作棟 バドミントン　簡易式ネット 1
ハサミ（右利き） 30 バドミントン　ラケット 6
カッター 12 ドッヂビー 10
カッター板 20 長縄　6ｍ 2
小刀（右利き） 50 一輪車 3
小刀（左利き） 9 ボール各種
ニッパー 5 ミニサイクリング場倉庫
きり 15 一輪車 10
ふれあい広場倉庫 おもしろ自転車 30
グラウンドゴルフ　クラブ 8 ヘルメット（S・M・L） 30
グラウンドゴルフ　ボール 8 すりばち広場倉庫
グラウンドゴルフ　スタートマット 8 ターゲットバードゴルフ　クラブ 30
グラウンドゴルフ　ホールポスト 8 ターゲットバードゴルフ　ボール　 20
野外炊事場倉庫 ターゲットバードゴルフ　スタートマット 20
野外炊事用具（カレー対応）セット 24 ターゲットバードゴルフ　ホールポスト 10
たき火台 10 マウンテンバイク場倉庫
その他食器 貸出有 マウンテンバイク 30
鉄板 12 ヘルメット（S・M・L） 30

プロテクター（肘・膝） 30
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