
足柄森林公園丸太の森 料金表（Ｒ2. 7.１ 現在） 

※料金は全て税込みの価格です。 

 

     ※２０人以上の団体は団体料金になります。窓口で申請して下さい。３才未満は無料です。 

 

 

      ※バンガロー、テントは各々１泊１棟、１泊１張りの料金です。（泊数により加算されます） 

区    分 数量（総数） 普通料金 団体料金 備    考 

テント  １０人用 宿泊 １１張り ３,３００円 ２,６４０円 ７月１５日～８月３１日まで 

テント  ４人用  宿泊 ３５張り １,６５０円 １,３２０円 ７月１５日～８月３１日まで 

バンガロー１２人用 宿泊 ２棟 １６,５００円 １３,２００円 ７月１５日～８月３１日まで 

バンガロー８人用  宿泊 １０棟 １１,０００円 ８,８００円 ７月１５日～８月３１日まで 

バンガロー１２人用 日帰り ２棟 ８,２５０円 ６,６００円 宿泊者優先 

バンガロー８人用  日帰り １０棟 ５,５００円 ４,４００円 宿泊者優先 

うぐいす会館（会議室） １棟 ３,３００円  １回 (連続する４時間以内) 

古民家 １棟 ３,３００円  １回 (連続する４時間以内) 

キャンプ場会議室 １室 ３,０００円  １回 (連続する４時間以内) 

石窯 （料理用） １個 １,６５０円  １回 (連続する４時間以内) 

 

 

      ※１泊又は１回の料金です。（泊数又は回数により加算されます）持ち込みも可能です。 

用   具 料   金 用   具 料   金 用    具 料   金 

毛布 ２２０円 鉄板 ５５０円 おたま ５０円 

1 斗釜（かまど付） １,０００円 やかん（７ℓ） ２００円 おぼん ５０円 

３升釜（かまど付） ４５０円 フライパン ２００円 バケツ １００円 

文化鍋（８合炊） ２００円 包丁 １１０円 電池ランタン ３００円 

飯盒（４合炊） ３３０円 ボウル（３２㎝） １００円 流しソーメンセット 

《１レーン‹約 3ｍ›、ざる(1)、バケツ(1)》 

１，１００円 

注）ホースは、お持ちください。 

注）ソーメン等の食材は、お持ちください。 

大鍋（１５人用） ２２０円 ざる １００円 

中鍋（１０人用） １６０円 まな板 １００円 

小鍋（４人用） １１０円 しゃもじ ５０円 

 

      ※持ち込み不可 

品    名 料   金 備    考 

まき ５００円  

木炭 ６５０円 ３㎏入り 

ファイヤーまきＡ ５,０００円 丸太１６本、バッタまき２束、灯油 

ファイヤーまきＢ ３,０００円 丸太１０本、バッタまき１束、灯油 

ファイヤー用丸太（追加分） ３００円 １本 

 
 

普
通
料
金 

大人（中学生以上） ４４０円 

団
体
料
金 

大 人 ３９０円 

小人（小 学 生） ３３０円 中学生 ３５０円 

３才 以上 １１０円 小学生 ２６０円 

 ３才 以上  ８０円 

 
 



 

       ※要予約 食材はお持込も可能です。 

  予約の締切り・・・ご利用の家族４日前 PM１：00、団体１０日前 PM１：00、夏休み７日前 PM１：00 まで 

 キャンセル・数量変更の締切り・・・４日前 PM１：00 まで（ 土日休園日あたる場合は要注意 ） 

★ 金額はすべて１人前の税込み料金です。 

食材メニュー ≪食材の注文・お問合せは丸太の森管理事務所まで≫ 

バーベキューセット ※1 セットから注文可能 

豚 セット（ 国 産 ） ８６４円 ※バーベキューセット内容 

牛肉１７０ｇ、豚肉２００ｇ、鶏肉２００ｇ、野菜５種類、 

タレ、油、はし、取り皿 ※肉、野菜はカット済です。  

野菜内容は季節によって変わります。 

牛 Ａセット（外国産牛） １,０８０円 

牛 Ｂセット（国産牛） １,４０４円 

鶏 セット（もも肉） ６４８円 

 

野外炊飯メニュー ※５セット以上から注文可能（学校団体、各種団体利用の方にオススメ定番メニューです。） 

カレーライスセット ４５０円 ※カレーセット：豚肉(50g)、ジャガイモ、にんじん、玉ねぎ、ルー、米１合 

※豚汁：豚肉(50g)、ジャガイモ、にんじん、玉ねぎ、こんにゃく、だし入り味噌 

食材はカットされていません。油、はし、スプーン、皿等はつきません。 

カレーライス米ぬきセット ３７２円 

豚汁 ３７８円 

その他メニュー ※1 セットから注文可能 

やきそばセット ３２４円 ※セット内容 やきそば１玉、肉、野菜、はし、取り皿  

※肉、野菜はカット済です。 ※油はつきません やきそば(１玉) ８６円 

     ＜参考＞１かまどを６人～８人で利用した場合 

   ☀ メニュー：バーベキュー、焼きそば 
＜必要な用具＞ 

          鉄板（１）、ボール（１）、ざる（１）、トング（１）、さいばし（１）、木炭又はまき（１） 

※鉄板には、火バサミとフライ返しがつきます。 

☀ メニュー：カレーライス 
＜必要な用具：8 人程度＞ 

          中鍋（１）、飯ごう（２）、まな板（2）、包丁（2）、おたま（１）、しゃもじ（１）、まき（１） 

    

 

品  名 料 金 品  名 料 金 品  名 料 金 品  名 料  金 

BBQ あみ ２００円 割ばし（1 膳） ３０円 塩コショウ ２００円 乾電池  ※注 ２００円 

トング ２００円 スプーン ３０円 焼肉のタレ ２５０円 軍手（1 組） ２００円 

さいばし（2 膳） ２００円 サラダ油 ２５０円 カレールー ３００円 缶ビール（350ml）  ３００円 

平皿（紙） ４０円 しょうゆ ２５０円 蚊取り線香 ３０円 缶チューハイ（350ml） ２５０円 

深皿（紙） ４０円 しお ２００円 ろうそく ３０円   

紙コップ ３０円 こしょう ２００円 マッチ ５０円   

                     注）乾電池 単１･単２は１個、単３･単４は２個 

☀ 自然を学ぶコース解答用紙   １枚 ２０円   合格者に粗品進呈 

☀ オリエンテーリング地図    １枚 ６０円 

☀ コンパス           １台 ７０円 

☀ キャンプ場シャワー室（原則としてキャンプ客のみ）４分間２００円（１００円玉のみ使用可能） 

 

足柄森林公園丸太の森 管理事務所  
〒２５０－０１２１ 神奈川県南足柄市広町１５４４ 

      ＴＥＬ：０４６５－７４－４５１０   ＵＲＬ：http://k-mask.jp/maruta/ 
      ＦＡＸ：０４６５－７４－４５０３   E-mail：maruta@k-mask.jp 


