
Ⅴ 経費と支払い方法について

１ 施設使用料
■青少年団体…無料 ■一般団体…1人810円/1泊

（１）「青少年」又は「一般」の団体区分は、団体の利用目的、利用者の年齢構成等により
当所にて判断いたします。

（２）日帰り利用の場合は、施設使用料はかかりません。
（３）その他、本館洋室を希望する場合はシーツ代300円及び別途1人1,220円/１泊がかかります。

※洋室は、本館2階に6室（ツイン）あり、客室にＴＶと洋室宿泊者専用の浴室、トイレ
を備えています。使用に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

２ シーツ等洗濯料
■1組300円【1組：シーツ2枚 枕カバー1枚】

（１）長期宿泊の場合、途中交換が可能です。交換毎に新たに１組分の料金が発
生します。

（２）テントに宿泊する場合もシーツを使用していただきます。
（３）テント泊から本館泊への移動がある場合には、シーツの交換をお願いして

おります（本館泊
からテント泊の場合は交換不要です）。

３ 食事代
（１）普通食（食堂食）

新型コロナウイルス感染防止のため、現在すべて盛付食になっております。
※食堂利用者が40名以下の場合、盛付食になる場合がございます。
（メニューが一部変更になる場合がございます。）

利 用 区 分
朝

7:10～8:40
昼

12:00～13:20
夕

17:30～19:30
3食合計

未就学児 注１ 350円 430円 520円 1,300円

小学生以下 520円 650円 730円 1,900円

中学生以上 530円 670円 800円 2,000円

（2022/4/1改訂）

（２）弁当 弁当には飲物が付きませんので、ご注意ください。

※お弁当は20個から承ります。人数変更により１９個以下に変更になった場合、注
文は受付できない場合がございます。
※お弁当の引渡しは、当日の午前７：30以降に食堂入口で行います。
注１のお弁当は主に会議研修用です。登山等での持ち歩きはできません。

※食物アレルギーのある方は、必ず事前に食堂へ直接ご相談ください。

（食堂直通：0242-62-3534）

注１ 3歳未満の方で食事を希望される場合は、食事申込書に記入をお願いいたします。

メニュー 金額 内容 主な7大アレルゲン

パン弁当 500円 ロールパン2個・ジャム・マーガリン・鶏のから揚げ・玉子焼き・ウインナー・ミニゼリー ⼩⻨・卵・乳

おにぎり弁当（2個入） 530円 おにぎり（鮭・梅）・鶏のから揚げ・玉子焼き・ウインナー・ミニゼリー ⼩⻨・卵・乳

おにぎり弁当（3個入） 630円 おにぎり（鮭・梅・昆布）・鶏のから揚げ・玉子焼き・ウインナー・ミニゼリー ⼩⻨・卵・乳

ハンバーグ弁当   730円 ご飯・ハンバーグ・エビフライ・オムレツ・ナポリタン・ポテトサラダ・煮物・漬物・ミニゼリー ⼩⻨・卵・乳・えび

鮭・から揚げ弁当 730円 ご飯・鶏のから揚げ・焼鮭・オムレツ・ナポリタン・ポテトサラダ・煮物・漬物・ミニゼリー ⼩⻨・卵・乳

ソースカツ弁当 730円 ご飯・ソースカツ・焼鮭・オムレツ・ナポリタン・ポテトサラダ・煮物・漬物・ミニゼリー ⼩⻨・卵・乳

幕の内弁当 730円 ご飯・ミニソースカツ・エビフライ・焼鮭・ミニシュウマイ・オムレツ・ナポリタン・ポテトサラダ・
煮物・漬物・ミニゼリー

⼩⻨・卵・乳・えび

會津おもてなし弁当 1.200円 ご飯・ソースカツ・焼鮭・ミニシュウマイ・オムレツ・野菜の炊き合わせ・和え物・三色豆・ナポリタ
ン・ポテトサラダ・煮物・漬物

⼩⻨・卵・乳・えび

登山時の
お弁当

注１

２７



（３）野外炊飯

※分量については目安となります。
※野外炊飯用薪 360円/1束 薪の束については目安となります。
※うどん打ちを屋内で実施する場合は、燃料代110円/１セットがかかります。
※空き缶ご飯、ビニールご飯を実施するときは、団体で空き缶、ビニールを準備してください。
焼肉セットは米または焼きそばを選べます。
注文メニュー数は１活動につき、原則として２メニュー以内でのご注文となります。それ以上の種類のメニュー
注文を希望される場合についてはご相談ください。
※ご飯の炊き渡しができます。追加料金 ７０円／１セット
野外炊飯で必要なもの（団体が用意）
【点火棒・新聞紙・食器用洗剤・クレンザー・スポンジ・布巾など】

（４）変更とキャンセルの手続き期限について

種類 期限

普通食（食堂食）
チェックイン前日の17：00まで

※チェックイン後は1食前の食事時間内であれば変更可

お弁当 受取日から起算して4日前の17：00まで

野外炊飯
実施する日から起算して4日前の17：00まで

※人数や班数の変更も必ずご連絡ください

飲み物・その他のメニュー 受取日から起算して4日前の17：00まで

※上記の期限までに変更の連絡がない場合、料金が発生いたします。
※利用直前の半数を超える変更や利用そのもののキャンセルは、８日前の１７時までお早めにお知ら
せください。（前述の期間を超えて、利用そのもののキャンセル又は利用の半数を超える減変更が
あった場合、キャンセル料金をいただく可能性があるのでご注意ください。詳しくはＰ１３をご覧く
ださい。）
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【重 要】 令和４年４月から全てのメニューにお茶またはジュースは付きません。



４ 創作活動料金

【申込方法】
活動日程表（P39）に「活動日・時間・人数・品目・品目別人数」を記入してください。料金は
材料費込みの１人あたりの料金です。P40に記入例がございます。
荒天時のプログラムとして創作活動を希望する場合は、流紋焼きと会津漆蒔絵、（上記太枠）とな
ります。活動日程表に荒天時プログラムと記入してくだい。また、少人数の場合は交流の家職員が
指導します。

５ 研修指導員料金
【申込方法】

指　導　分　野 料　金

登山 18,000円/1回/講師1人

自然観察・環境教育、会津の歴史、レクゲーム、座禅・写経、
歩くスキー、スノーシュー

2,800円/1時間/講師1人

民話 5,000円/1回

茶道・華道、天体観測
5,600円/1回（2時間）/

講師１人

活動日程表（P39）に「指導分野・時間・人数」をご記入ください。
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創　作　活　動　名 留　意　点 料　金

900円

900円

900円

1,200円

湯のみ 940円

コーヒーカップ 1,000円

モーニングカップ 1,330円

皿 940円

○　釉薬は、４色から当日に１色選択します。
○　活動時間は、２時間程度です。
○　20名以上で実施可能です。
○　別途送料が必要です。

1,380円

はし１膳

スプーン・レンゲ

お椀

小皿

870円

土鈴の絵付け

流紋焼き絵付け

※１　会津切り絵は、６種類の中から各自２種
　　　類選択できます。
※２　会津塗りは、３種類を取り混ぜて選択可
　　　能です。

○　幼児から実施可能です。
○　活動時間は、１時間程度です。
○　実施３週間前までに活動及び内容を選択して
　　ご連絡ください。
○　50人以上で実施可能です。
　　50人未満の場合は、ご相談ください。
〇　引率者に指導をお願いする場合があります。

流紋焼き（手びねり）　　500ｇ粘土

会津漆蒔絵

○　幼児から実施可能です。
○　活動時間は１時間程度です。
○　150名程度まで実施可能です。
　　・実施人数はご相談ください。

○　活動時間は、１時間程度です。
○　実施人数は、ご相談ください。
○　下絵の事前準備が必要です。
○　別途送料が必要です。

赤べこの絵付け

合格だるまの絵付け

会津切り絵（※１）

<種類>会津磐梯山・白虎隊・会津唐人凧
　　　スカイライン・鶴ヶ城・赤べこ

太枠の活動に【流紋焼き（絵付け・手びねり）、会津漆蒔絵】は晴天時、荒天時プログラムどちら
でも可能です。



６ キャンプファイヤー・キャンドルサービス

キャンプファイヤーやキャンドルサービスで使用する薪やろうそくは、
売店で購入することできます。
ライター等着火物は各団体でご用意ください。
○キャンプファイヤーセット・・・3,870円
（丸太割薪 バラ３２本、炊飯用薪 小薪２束、灯油１L）
○単品の価格・・・・・丸太割薪：120円／1本

炊飯用薪（小薪）：360円／１束
灯油：160円１L

キャンプファイヤー用トーチ：200円／１本

【申込方法】
食事申込書（P39）に「種類・個数」をご記入ください。

７ 破損等の費用
宿泊室の寝具を汚してしまったり、物を破損してしまったりした場合は、クリーニング代金

や修理代金を別途請求申し上げます。お支払いについては、業者に発注後、代金が確定してか
らご請求いたしますので、後日お支払いください。

８ その他
（１）飲み物・その他メニュー

【申込方法】
食事申込書に「品目・数量」を記入し、お申し込みください。

飲み物・その他メニュー

○キャンドルファイヤー
火の神 用 100円 （10号 ２２ｃｍ 約５時間）
手持ち・燭台用 20円 （５号 １２ｃｍ 約１時間） １２ｃｍ２２ｃｍ
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（２）送迎に係る料金
当施設の送迎バスをご利用いただく際に、有料道路の利用があった場合には、通行料金を実費
分お支払いいただきます（往路・復路ともに料金が発生します）。

（３）洗濯機・乾燥機利用に係る料金
コイン式の洗濯機・乾燥機となっており、洗濯機は１回300円、乾燥機は30分100円となって
おります。

（４）暖房に係る料金
第１～第４研修室・多目的室・ミーティングルーム・ラウンジ・ビューラウンジにファンヒ
ーターが、総合研修館・武道館には小型ジェットヒーターがございます。
コイン式となっており、料金はファンヒーターが１時間100円、小型ジェットヒーターが１時
間200円となります。



９ 支払の方法

支払方法
項目

請求書発行元

施設使用料

事務室

売店

①コンビニエンスストア
（１ヵ月以内・別途手数料100円）
②指定口座へ振込（別途振込手数料）

シーツ等洗濯料

研修指導員・創作活動料金

食事代・薪代など 食堂業者
指定口座へ振込
（土・日・祝日を除き10日以内・別途振込手数料）

※請求書は分割で作成も可能です。
（例：先生分と児童分を分ける、学校分とカメラマン分を分けるなど）
ご希望の際は、チェックイン手続き時にお渡しする利用団体票にその旨をご記入ください。
ただし、振込みの場合、請求書１通ごとに振込手数料が発生します。

退所時のお手続き
シーツ・施設使用料・クラフト研修指導員料金等の請求書は事務室で
発行しますので、チェックアウト時は必ず事務室にご提出していただ
き、請求書を受け取ってください。

※退所日の8時30分から受け付けております。
※前日までに請求書の発行を希望される場合は、退所日前日の16時ま
でに事務室までご相談ください。
※請求書発行後の金額変更は対応いたしかねますので、ご了承くださ
い。

①【事務室】
・利用団体票のご提出
↓

・請求書の発行
↓

（現金払いの場合）

②【売店】
・請求書発行
↓

（現金払いの場合）
利用料金のお支払い
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