
本日は、ストーンチェアキャンプ場にお越しいただきありがとうございます。お越しいただいたすべての皆様に、本当

に気持ちよくお過ごしいただくために、スタッフ一同微力ながら尽力してまいります。あわせて、「安心安全」「静粛」

「環境」へのご理解とお越しいただいた皆様のお力添えをお願い申し上げます。

車の走行 子供たちの安全確保のため、徐行でお願いします。
（19:00-7:00の車のご移動はご遠慮ください）

遊び ボールや器具などでの遊びはお控えください。

花火 大きな音の出ない手持ち花火をサイト内でお楽しみください。

喫煙 場内共有部は禁煙です。サイト内でお楽しみください。

トラブル お隣との揉めごと、可愛いペット等によるトラブルとは無縁であれるようお願いします。
場内は安全ですが、周辺には野生動物のわなもございますのでご注意ください。

音 静寂の贅沢をご満喫いただくため、周りの方が気になるような音、スピーカー、ラジカセ、
カラオケ、発電機、ロケット花火等大きな音のする花火、大声などをお控えください。

消灯時間 21時30分 焚き火以外の明かりはOFFに。星空をお楽しみください。

静粛時間
(クワイエットタイム)

22時～7時 焚き火の談笑、朝食準備等ご配慮ください。

焚き火 焚き火台のご利用をお願いします。直火はご遠慮ください。

掃除 管理棟にてほうき、塵取り、熊手を貸し出しております。次の方も気持ちよくお使いいただ
けるお心配りに感謝します。

炭/薪の処理 管理棟西側の灰捨て場をご利用ください。火のついたものは火消し壺へ入れていただけ
ますようお願いいたします。

皆様お一人お一人の温かく優しいお気持ちは、ご縁あって昼夜朝をご近所としてお過ごしされ、緑豊かな空間

や安らぎのひとときをご共有されることになった周りの方々へも「本当の気持ち良さ」をお届けくださるとても大切な要

素であり、末永く続く持続可能（サステイナブル）なものにしてくださると考えています。この環境をゆっくりとご満喫

ください。お越しくださったすべての皆様のご理解、ご協力誠にありがとうございます。
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有料回収 持続可能な環境を維持するため、1袋(45L)300円にて回収させていただきます。
近隣のごみ集積所には絶対に捨てないでください。

回収可能なもの 燃えるゴミ・ビン・缶・ペットボトルのみ回収させていただきます。
燃えるゴミはお渡しした袋へ入れてください。
ビン・缶・ペットボトルはそれぞれ分別し、ご持参の袋にまとめお持ちください。
ガス缶（CB缶、OD缶、スプレー缶）、大型ごみ、金網など燃えないゴミはお持ち帰
りいただけますようお願いいたします。

燃えるゴミ 生ごみ、紙類、プラスチック、アルミホイルです

炊事場の残さい 炊事場で発生した残さいはサイトへお持ち帰りください。残さいの分別に炊事場のざるを
ご利用ください。

ゴミ箱/ゴミ袋 野生動物が荒らすため、テント内・ロッジ内に保管いただけますようお願いいたします

回収場所 管理棟横、ゴミステーションへお持ちください

回収時間 9：00-11：00の間にお持ちください。それ以外の時間はお持ち込みいただけません。

ゴ
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管理棟 9：00-18：00 チェックアウト 8：00-11：00

お風呂・
シャワー

16:00-21:00 要予約
管理棟営業時間内（ご利
用1時間前まで）にご予約
ください

レイト
チェックアウト

繁忙期:～12:30（¥1、000）
閑散期:～18:00(無料)

Wifi 管理棟付近でご利用いただけます
SSID:stonechair
PASS:12345678

緊急連絡先 0557-95-5558(転送) 周辺案内 管理棟にご用意しております
キャンプ場HPにもご案内があります

販売品 薪・炭・米・電池など
管理棟でご案内します

レンタル キャンプ用品・扇風機・釣竿など
管理棟でご案内します

ご
案
内

共用冷蔵庫 お風呂棟入口、展望テラス
前炊事場
品物には日付、サイト番号、
お名前を記入し各自で管理
ください

共用冷凍庫 お風呂棟入口
氷作成や保冷剤の再凍結にご利
用ください
品物には日付、サイト番号、お名
前を記入し各自で管理ください

温水がでる
炊事場

お風呂棟入口左側
16：00-21：00、7：00-10：
00

ドライヤー お風呂棟入口

洗濯機 お風呂棟入口左側
洗剤は管理棟にてお求めく
ださい

無料薪 お風呂棟入口左側に剪定枝がご
ざいます。のこぎりを管理棟にご用
意しております。

調理台 展望テラス前炊事場 ペット用
足洗い場

展望テラス前炊事場

充電器 スマホどなど充電いただける
充電器を管理棟にご用意し
ております

チャコールス
ターター、
ガスバーナー

炭の焚き付け等にご利用いただけ
るよう管理棟にご用意しております
ガスはご用意ください

無
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共
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品
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折り紙 工作ができるようはさみもご
用意ございます

お絵描き 紙と色鉛筆

シャボン玉 シャボン液・ストロー 虫取り 虫網・虫かご

なわとび 大人用・子供用ございます ツリーデッキ 梯子を設置します
大人の方と一緒にご利用ください

チェア
ハンモック

E24サイト未使用時お楽し
みいただけます

スラック
ライン

お声がけいただければ設置します

子
供
の
遊
び
（
管
理
棟
）

stonechaircamp @stonechair_camp @stonechair_camp



品名 価格(税込) 

炭(3kg) ¥600

薪1束 ¥600～¥800

スポンジ(1個) ¥100

食器用洗剤 ¥200

単一電池(1本) ¥200

単三電池(1本) ¥100

単四電池(1本) ¥100

アウトドアガス(OD缶) ¥600

カセットボンベ(CB缶) ¥200

リンスインシャンプー ¥200

ボディーソープ ¥200

米(2合) ¥500

レトルトごはん ¥200

アルミホイル ¥200

蚊取り線香(2巻) ¥100

洗濯洗剤(1回分) ¥100

販売品



品名 価格
(1泊当たり、税込) 

テント(グランドシート付)
4-5人用インナーテント270×270cm

¥4,000

タープ ¥1,500

シュラフ
封筒型、快適温度10℃or15℃

¥600

銀マット ¥300

アウトドアチェア ¥300

テーブル ¥600

焚き火台兼BBQコンロ(小) ¥600

BBQコンロ(大) ¥1,000

LEDランタン ¥600

カセットコンロ
（燃料別）

¥600

扇風機 ¥600

つりざお（リール付）
（ハリスは別途ご用意ください）

¥1,000

つりざお（リール無）
（ハリスは別途ご用意ください）

¥600

その他在庫品 ¥300

レンタル品



お風呂のご案内
お風呂、シャワーは予約制です。ご利用の１時間前までに管
理棟にてご予約をお願いします。

お風呂：貸し切り1時間制。お湯は入浴の都度入れ替えます。
伊豆石を利用した広々お風呂です。

シャワー：一人当たりのご利用も貸切のご利用も可能です。

品目 説明 価格

家族風呂A(大) 360Lと家庭用お風呂の2
倍のサイズです。

¥3,000

家族風呂B,C(中) 240Lと家庭用お風呂の
1.5倍のサイズです

¥2,500

家族風呂D,E(小) 家庭用お風呂のサイズで
す

¥1,500

シャワー(1名) 15分。小学生未満のお子
様は大人と同時利用する
ことが可能です。

¥300

シャワー貸切 55分貸切で何人でも利用
できます。4名以上の場合
にはこちらのほうがお得
です。

¥1,000

家族風呂(大) 家族風呂(中) 家族風呂(小)



ごみのご案内
有料回収 持続可能な環境を維持するため、1袋

(45L)300円にて回収させていただきます。
事業用ごみとして専門業者への委託が必要なこ
とご理解いただけますと幸いです。
近隣のごみ集積所には絶対に捨てないでくださ
い。

回収可能
なもの

燃えるゴミ・ビン・缶・ペットボトルのみ回収させて
いただきます。
燃えるゴミはお渡しした袋へ入れてください。
ビン・缶・ペットボトルはそれぞれ分別し、ご持参
の袋にまとめお持ちください。
ガス缶（CB缶、OD缶、スプレー缶）、大型ご
み、金網など燃えないゴミはお持ち帰りいただけ
ますようお願いいたします。

燃えるゴミ 生ごみ、紙類、プラスチック、アルミホイルです

炊事場の
残さい

炊事場で発生した残さいはサイトへお持ち帰りく
ださい。残さいの分別に炊事場のざるをご利用く
ださい。

ゴミ箱/ゴ
ミ袋

野生動物が荒らすため、テント内・ロッジ内に保
管いただけますようお願いいたします

回収場所 管理棟横、ゴミステーションへお持ちください

回収時間 9：00-11：00の間にお持ちください。それ以
外の時間はお持ち込みいただけません。


