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清里中央オートキャンプ場にようこそ!! 

キャンプ場のルール・アウトドア教室・施設のご案内
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レンタル自転車・キックボード使用について

5P ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ハンモック使用について / レンタルについて

ペットお連れのお客様へ

6P～7P ・・・・・・・・・・・・ ログケビンのお客様へ / トレーラーのお客様へ

アウトドア教室

8P ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●デリシャス編

９P ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●ハンドメイド編／●アクティブ編

10P ・・・・・・・・・・・・・・・ テニスコートの予約について / 子供の遊び場について

１1p ・・・・・・・・・・・・・・・・・ スタンプカードについて

12P ・・・・・・・・・・・・・・・ 管理棟配置図

13P ・・・・・・・・・・・・・・・ 清里高原温泉食料調達マップ

チェックアウトの時、必ずこのファイルを忘れずに、ご返却下さい!! 
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キャンプ場利用ルール

●モラルあるキャンパーとして皆様が楽しいひとときを持てます様下記事項を

必ず厳守して下さい。

①サイト内の指定された場所に車を駐車してください。

②車の移動、ラジカセ・テレビ等使用の際、他のキャンパーの迷惑にならない様お願いします。また、

打ち上げ花火・発電機・カラオケの使用は禁止しております。

③当キャンプ場は白樺の木、樹木を保護しておりますので木々を傷つけないようお願いします。

④タバコの吸殻はきちんと処理お願いします。また、ポイ捨ては厳禁です。

⑤直火禁止、但し専用の道具を利用すれば可能です。又、数に限りがありますが一斗缶を無償貸し

出し致します。

⑥野外炉を使用した方は必ず灰の後始末をお願いします。

⑦皆が共同で使用する炊事場、洗面所、トイレ、シャワールームは後の人のためにきれいに使いまし

ょう。

⑧消灯は 10 時です。夜 10 時以降の外出は禁止しております。小さなお子様もたくさん来場され

ておりますので 10 時以降は静かにお休み頂きます様ご協力お願い致します。

消灯後のシャワー・コインランドリーの使用はできません。

⑨場内の遊具は子供さんだけの使用は禁止しておりますので必ず保護者の方と一緒にご利用下さ

い。 
⑩盗難等、キャンプ場内で起きた事故について一切責任は負いません。

⑪ログとトレーラーハウスのチェックアウトは、～１１時とオートキャンプのお客様より掃除のため、

１時間早くお願いしています。

※注意事項を守って頂けない場合やむを得ず退場して頂く事もあります。

※管理棟の業務は夜 8 時を持って終了させて頂きます。

※チェックアウトの際、サイト内にキャンプ道具、特にペグ等の忘れ物がないか確認して下さい。

また、サイトにゴミ等が落ちてないか確認の上お帰り願います。
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ゴミの出し方について

①ゴミの集荷場所は管理棟正面、レンタサイクルの横にあります。

②炭酸カルシウム入りの指定の袋を２枚(１枚は燃えるゴミ用・もう１枚は燃えないゴミ用)配布致し

ますのでご利用ください。炭酸カルシウム以外の袋はご使用出来ません。特にスーパーの袋等で

のゴミ出しはできません。また、連泊等でゴミ袋が足りない場合は受付にてご用意しておりますの

で、ご遠慮なくお申し付けください。

③グループ等でおいでの方はゴミを極力まとめて頂ける様協力願います。

分別方法

★ 燃えるゴミ → 生ゴミ・ビニール・紙・発泡スチロール・紙オムツ・ペットの糞

★ 燃えないゴミ → 缶・ビン(キャンプ用ガス類はかならずガス抜きしてから入れて下さい)

★ ペットボトル → 管理棟正面にペットボトル専用の緑色回収箱がありますので必ずつぶして小

さくしてから入れてください。

注意 ペットボトルのフタは、燃えるゴミ袋にお捨て下さい。

★ ダンボール → 必ず、折りたたんでゴミ置き場へおいて下さい。

★ 乾電池 → 管理棟受付カウンター横の専用の箱の中に入れて下さい。

★ 使用済み灰 → よく燃やしきって管理棟正面の専用ドラム缶に入れてください。サイト内、周り

に放置しないで下さい。

※ゴミ袋に入らない大きなゴミ（例・コンロ・壊れたタープやテント）は、収集できませんのでお持ち

帰り下さい。

※昼夜、カラスやノラ猫やノラ犬などの動物がお客様の生ゴミ等を狙って来ることがありますので

ゴミを荒らされない様、配慮願い致します。
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シャワールーム使用について

★シャワーはコイン式で 3 分 100 円です。連続で投入されても、100 円分 3 分しか出ませんので

必ず、ランプが切れたことを確認してから再度投入して下さい。また、使用中いったんお湯を停

止されても時間はカウントされています。

シャワー室は、朝 9 時より清掃時間になりますので、14 時頃まで利用はできません。

★シャワー・ランドリー利用のための両替は受付にて行っております。

繁忙期は 20 時頃より、大変混みますのでなるべく空いている早めにご利用下さい。

★コインランドリー利用の際は次にご利用のお客様のために、入れっぱなしでコインランドリーを離れ

ない様ご協力お願い致します。もし離れる場合ランドリー終了５分前には必ず戻って下さい。

★夜、消灯時間の 10 時以降はシャワー・コインランドリーのご利用は出来ません。

レンタル自転車・キックボード使用について

①左回りで乗りましょう。( 管理棟から三角屋根の炊事棟方向 )
場内にて自転車・キックボードを使用される場合、必ず左回りで乗りましょう。逆方向回りしてい

るお子様をみかけたら、注意してあげるか、もしくはスタッフにお申し付け下さい。ログケビン４

から８の間の道路が坂になっているため、小さなお子様が下っていくととても危険です。大きな

事故の原因になりますのでお子様に指導した上で、事故のないように使用しましょう。

②場外で乗る時 
キャンプ場外へ出られる場合は、必ず大人の方が同行してください。

③送迎プログラム(MTB で清里高原を楽々散策しよう!!)について

美しの森駐車場まで送迎サービスもしております。くわしくはアウトドア教室のページをごらんく

ださい。
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ハンモック使用について

①必ず靴を脱ぎ汚さないように乗りましょう。

②お出かけ、お休みの際は雨や夜露に当たらないタープや車の中などに収納していただける様宜

しくお願い致します。

③静かに乗りましょう。

大きく揺らすと反転し落下したり、金具が外れたり、ロープが切れたり、とても危険です。ブラン

コと違い、ハンモックは、大きく揺らして乗るとロープがちぎれ、けがのもとになりますのでゆり

かごのように、静かに乗りましょう。けが等されても、責任は一切負いません。

レンタルについて

受付にてレンタルしています。( 24 時間貸し)
●マウンテンバイク 一台 1000 円

●キックボード 一台 1000 円

●ハンモック 一台 800 円

ペットをお連れのお客様へ

①日頃のストレス解消にミニドッグランで思いっきり遊ばせて下さい。

②ペットは飼い主の責任において管理してください。

③リードは必ずつけ、放さないでください。

杭が抜けないようにしっかり固定しましょう。

④フンの後始末は十分にお願いします。

⑤無駄吠えさせないようにしましょう。

⑥お出かけの時は、必ずいっしょにお連れ下さい。知らないところに置いて行かれると

ワンちゃんもとても不安です。

⑦まわりのお客様に迷惑かけないように注意しましょう。

⑧ログケビン、トレーラーにお泊りのお客さまは、ゲージに入れたり、敷物をひいて室内を汚したり、

傷つけたりしないようにしましょう。
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ログケビンのお客様へ

①土足禁止

ログケビン内、必ずくつをぬいでお入りください。

②火気厳禁また禁煙

室内は火気厳禁及び禁煙です。煮炊きは、外でお願いします。タバコも外でポイ捨て禁止

③オイルヒーター使用について

寒いとき少し壁から離してお使い下さい。日中、お出掛けの時、お帰りの時はコンセントを必ず

抜いてください。

④鍵について

紛失したり、持ち帰らぬように気をつけましょう。

⑤ペットについて

ゲージに入れたり、敷物をひいて室内を汚したり、傷つけないようにしましょう。

お出かけのときは必ず一緒にお連れ下さい。

トレーラーのお客様へ

①土足禁止

ステップでくつをぬいでお入りください。

②火気厳禁

電磁調理器以外の煮炊きは、外でお願いします。

タバコも外で ポイ捨て厳禁

③テレビについて

電波が弱く映りません。

④シャワー室について

ボイラーの容量が小さい為、出始めの少しの間 熱くなる事があります。少したってか

らお入りください。

⑤電磁調理器について

ステンレスまたは鉄の鍋しか使用できません。「かくにん」ランプが点灯した時は、受付

で鍋をお貸ししています。

⑥シーツ 使用について

シーツ・枕カバーは必ずご使用下さい。

使用頂けなかった場合は、別にクリーニング代を申し受けます。

お帰りの際、シーツ・枕カバーをひとまとめにしてカギと一緒に受付までお持ちくださ

い。 
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⑦カギについて

紛失 持ち帰らぬよう十分にご注意ください。

⑧ペットについて

ゲージなどに入れてトレーラー内を汚したり傷つけないよう十分にご注意下さい。

⑨空調設備について

トイレ入口の左側に冷・暖房のスイッチがあります。ご利用になった場合、お帰りの際忘

れずにスイッチを切って下さい。
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アウトドア教室

ご希望のメニューがありましたら前日までに予約してください。すでにインターネット等で予

約されている方は予約がきちんと入っているか、日にちと時間の確認を受付でしましょう。(当
日では、準備の都合で対応できないメニューもあります。)

●デリシャス編

○とうもろこしもぎ取り体験 ( 一本 150 円 ）

バーべ Q の炭火でじっくり焼いて食べるとさいこうですよ。

夕方 17 時管理棟前出発。近くの畑まで歩いていきます。長ズボンで虫除けスプレーなどしてき

てね。取ったトウモロコシを入れる袋も忘れないでね。

又、お土産用も受け付けていますので前日までにお申し込み下さい。(宅配も出来ます)

○ドラム缶でピザを作ろう ( 1 セット 3000 円 直径２０㎝が 10 枚程度 )
ご自分のサイトで家族でグループでピザはいかがですか。

スタッフがお客様のサイトにドラム缶のオーブンと薪を準備、お客様はトッピングの材料をカットし

て準備が整ったら受け付けに生地や道具を取りに来てください。

一枚目は一緒に作ります。二枚目からは皆さんでワイワイガヤガヤ楽しんで作って食べましょう。

返却方法について

鉄パンは水洗いしてください。（洗剤は使用しないで下さい。）

板・麺棒はふきん等で粉を落としてください。（水洗いはしないで下さい。）

木皿・ピザカッター・フォーク・タッパーは洗剤を使用して洗ってください。

打ち粉は残りましたらそのままお返し下さい。

全部そろいましたら受付へ返却してください。

ドラム缶のオーブンと残りの薪は翌朝、冷めましたらスタッフが回収します。

○ダッチオーブンで鳥の丸焼きを作ろう ( 1 セット 4000 円 )
ダッチオーブンの中にお肉と野菜をセットして提供します。木炭その他の道具をお渡しします。食

事の希望時間から 1 時間半～２時間前に受付に取りに来てください。

木炭にしっかり火がついたら 待つこと 50 分 フタの上に木炭の半分を乗せて 20 分

たったら出来上がりです。途中、フタはぜったい開けないでね。あつあつをどうぞ

ダッチオーブンがかなり熱いのでやけどしないように気をつけてね。

返却方法について

ダッチオーブンは冷めてから水洗いをしてください。こびりついた汚れは無理に落とさずそのま

まで、水分を切って当日中に返却してください。（洗剤は使用しないで下さい。）

木炭の灰は管理棟前のドラム缶の中に入れてください。まだ火が残っていましたらお使いいただ

いてもかまいません。

その他の道具類も受付まで返却してください。
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●ハンドメイド編

○昆虫箱作り （ 1 セット昆虫 2500 円 ）

朝 9 時管理棟となりでスタート、パパ・ママと一緒に組み立てていきます。

時期によってはカブトムシも一緒にプレゼント

所要時間 1～２時間

○和紙でランタンを作ろう （ 1 セット 2800 円 ）

朝 9 時管理棟にてスタート 和紙や木の葉でオリジナルランタンを作りましょう。「どんなランタン

にしようかなー。」パパやママとイメージをふくらませておこう。

所要時間 2～2.5 時間

○ウッドバーニングアート （ 1 セット 1500 円 ）

朝 9 時管理棟となりでスタート

焼きゴテで木に自分の好きな絵や文字を書き、オリジナル作品を作ろう。

見本の絵もあるよ。参考にしてね。はがきサイズで所要時間 1 時間前後

○ガラス工房 （ガラス工房囲炉里へご案内しています。）

ビンやコップに熱を加え、曲げたり伸ばしたり一輪挿しや花びんを作って楽しめます。

ほかにもガラスに模様や絵を書くことも 詳しくは囲炉里へ 0551－48－4877 
朝、9 時半～3 時まで受付 冷却時間が必要 朝一番が空いているよ。

●アクティブ編

○ＭＴＢで清里高原を楽々散策しょう

（輸送費 1 台 1000 円 MTB レンタル代 1000 円 ）

朝 10 時、マウンテンバイクとお客様を美し森の駐車場まで送ります。あとは、サイクリングロード

を下ってもよし、清泉寮によってもよし、自由気ままにサイクリングを楽しんでください。

帽子と水分を忘れずにね。

○バードウオッチング （ 1 グループ 2000 円 4 名まで）

朝 8 時管理棟前集合、キャンプ場周辺を散策しながら近くに棲む鳥たちをウォッチング

双眼鏡・図鑑の無料貸出あります。

所要時間 1 時間
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テニスコートの予約について

清里の森 0551－48－3151 
丘の公園 0551－48－3411 
お電話で予約をしましょう。

管理棟には、周辺のパンフレット、割引券があります。ご自由にお持ち下さい。

アウトドアメニューは、内容・金額が変わる場合がありますのでご容赦下さい。

子供の遊び場について

● 遊び場 (自由にご利用下さい)

キャンプ場入り口の貯水池を利用して、幼児の方を対象とした遊び場を用意しています。

ジム・滑り台・足蹴り乗用車・ロッキングおもちゃなどを用意しています。

ご自由に、ご利用は頂けますが、必ず保護者の方の付き添いを条件とさせて頂きます。

また、貯水池を利用していますので、日中大変暑い日は短時間で終えていただきますよう

お願い致します。

● 遊具 (自由にご利用下さい)

ログの１９番隣の細い道を下るとブランコ・滑り台他あります。

小さな子供たちだけでは、危ない物もありますので必ず保護者の方の付き添いをお願い致します。

● ミニドッグラン (自由にご利用下さい)

キャンプ場入り口右手にあります。

他の方と譲り合いながらマナー(入り口に貼ってある禁止事項)を守ってご利用下さい。

また、フリスビーなどの遊び道具を管理棟で販売しています。

以上

万が一の事故・けがが起きても責任は一切負いませんので保護者の方が責任を持ってご利用

下さい。
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● 清里中央オートキャンプ場スタンプカード

● ポイントの説明

○一家族(一サイト)単位で泊数分を押し印致します。

○５泊で ２,０００円分のキャンプ場金券をプレゼント!! 
○１０泊で ５,０００円分のキャンプ場金券をプレゼント!! 
○１５泊で ８,０００円分のキャンプ場金券をプレゼント!! 
○２０泊で １０,０００円分のキャンプ場金券をプレゼント!! 

更に ダッチオーブン１５,０００相当をプレゼント!! 
２０泊に挑戦してね!! 

 
● 注意事項

・グループでのご利用に対しまとめての押し印は出来ません。

・泊数の管理はこのスタンプカードのみとなりますので紛失された場合今までのポイントは

無効となります。

・ スタンプカードは、本人のみ有効であり、譲渡された場合無効となります。

・ 年間契約他対象とならない場合もありますので詳しくは、スタッフまでお尋ね下さい。

● 押し印のお願い( 繁忙期 )

繁忙期の押し印は、夕方４時以降に管理棟へこのスタンプカードを持参の上お越しください。


