アクセス

ご利用時間
営

業

3 月中旬～12 月 29 日

チェックイン

13：00 ～ 15：00

チェックアウト

～11：00

※遅くなられる場合は必ず連絡をお願いします。
※15：00 を過ぎてもご連絡がない場合はキャンセルされたものとさ
せて頂きます。
※夏休み等の繁忙期を除き、前日及び翌日の宿泊客様がおられない場
合はできる限り時間のご融通を致しております。

キャンセル日

キャンセル料

50％
当

日

100％

サイト料金・バンガロー
コテージ１棟の料金
サイト料金・バンガロー・コテ
ージ１棟の料金+施設使用料

国道 309 号線に入
り、南下して下さい。
天川村へ到着します。
カーナビゲーション
をお持ちであれば、天
川村役場にセットし
てください。そこから
2～3 分で当キャンプ
場に到着します

ご注意事項
●禁止事項

●ペ ッ ト
●ゴ

ミ

●灰・消炭
●炊
事
●消
灯
●事故･盗難等

直火・打上げ花火・カラオケ・発電機の使用
手持ち花火はＯＫですが、花火の煙が他のキャンパーの
迷惑となりますので、所定の場所でお願いします。時間
は２１時までとします。
犬や猫については原則同伴 OK ですが、放し飼いは禁止。
フン処理は必ず行って下さい。
注 ：コテージ・バンガローは同伴禁止です。
○
燃えるゴミ・燃えないゴミ・リサイクルゴミに分別して
頂きます。
専用のドラム缶に処理して下さい。
22 時までに終えて下さい。
22 時です。尚、22 時以降のお車の移動はできませんの
で、ご了承下さい。
施設内での事故や盗難につきましては、一切の責任は負
いません。

ご利用料金
週末キャンプ 1 泊 2 日

モデル料金 ￥4,500（税別）

内訳：オートサイト(70ｍ2)料金
施設使用料金 大人 2 人
小人 2 人
（￥3,000）
（￥500×2）（￥250×2）
2
8 人用
24,000
5,000
100ｍ
5 人用
18,000
4,000
90ｍ2
オート
2
6 人用
12,000
80ｍ
3,500
2
5 人用
10,000
70ｍ
3,000
2
4 人用
8,000
デッキ
70ｍ
3,000
※価格表示＋施設使用料＋消費税を頂きます。尚、施設使用料は 1 泊ごとに頂きます
施設使用：大人 500 円（中学生以上） 小人 250 円（3 歳以上）
その他、ゴミ袋代 300 円・２台目からの駐車料金 500 円・AC 電源使用料 500 円等が必要になります。
詳しいことは、お電話でお問合せ下さい。

＜主な販売品＞(税別)

＜主なレンタル品＞(税別)

●氷
●炭
●薪

●テント(5 人用) ........................................ ￥2,500
●タープ ........................................................... ￥1,000
●ガソリンランタン .................................. ￥1,200
●毛布(薄手) .......................................................￥200
(厚手) .......................................................￥400
●食器セット ......................................................￥300
●BQQ セット
大 .................... ￥1,000
(網･トング･火箸付)
小 ..........................￥500
●釣りセット(1 日･竿･しかけ･餌)....................￥500
●洗濯機(1 回) ..................................................￥100

ロック......................................... ￥270
３kg ........................................ ￥500
大 .............................................. ￥500
小 .............................................. ￥250

その他、アイスクリーム・お菓子・レトルト食品他
ビール・ジュース類は入口横の自動販売機にて販売
しています。詳しくは、管理棟でお尋ね下さい。

★詳しいことは、お電話でお問合せ下さい！

●高速道路
近畿自動車道～南阪奈道路経由、葛城インターで下車。その後、県道 30 号
線（山麓線）でＲ309 に合流（道が空いています）。
●一般道路
＜大阪、北摂方面から＞
近畿自動車道、松原インター下車。側道を南へ進みＲ309 へ。 松原から
約 1.5 時間。Ｒ309 はトンネルが開通し、非常に走りやすくなっています。
＜大阪、泉南方面から＞
上記地図にはありませんが、Ｒ371 から紀見トンネルを抜け、五条経由Ｒ
168 へ。橋本から約１時間。Ｒ310 はカーブが多く走りにくいコースです。

新川合トンネルを抜けると急
な長い下り坂です。
川合の交差点を右折、100ｍ
程で天川村役場に行く青い橋
があります。
（石材店に隠れて
見えていないので通り越さな
いように注意して下さい。
）
役場から、2～3 分で当キャン
プ場に到着します
●電車・バス利用のアクセス
近鉄「下市口駅」～奈良交通バス（約１時間）「天川川合」下車
徒歩約 10 分
＜近鉄「下市口駅」までは＞
大阪あべの橋からアクセス／近鉄特急で約１時間、
急行で１時間 15 分
京都方面からのアクセス／近鉄電車特急約１時間３０分
橿原神宮前乗り換え → 下市口
名古屋方面からのアクセス／近鉄電車特急約２時間３０分

●お買物情報
Ｒ309 の大淀に、スーパー「オークワ」があります。ここからキャンプ場まで
は約 40 分！
以降はスーパー・コンビニともにありませんが、キャンプ場の周辺にも小さな
商店が何件かあります。

キャンプ場サイトマップ
出入口

＜オートサイト＞
Ａ・Ｄ・Ｅの 3 エリアに分かれています
当サイトは一面に玉砂利を敷き詰めています。
そのため、非常に水はけがよく、芝生等に比べ、
芝やゴミ等が付きにくく、ゴミを払う手間もなく、
帰り支度もスムーズに行えます。
そして何より、地面がフラットなので、テント泊
には理想の仕様になっております

バンガロー

＜釣堀り＞
オートサイトのＡ４下に
釣堀があります
小さなお子さんから大人まで
アマゴのつかみ取りを楽しめ
ます！

＜屋根付炊事場＞
自慢の手作り石釜があり、ピザ・パン作りのイベントも
開催しています
週末の 13 時から 18 時まで石釜を開放しています
（ただし、7 月から 9 月は除きます）

＜バンガロー＞
オートサイトエリアにＡ・Ｂ２棟と
管理棟エリアにＣ・Ｄ・Ｅ・Ｆ４棟の
合計６棟のバンガローがあります
全てがロフト付・デッキにシンク設置しています

※利用料金には、税金は含まれておりません

＜コテージ＞
屋根付き炊事場横に 8 人用・管理棟前に 5 人用の 2 棟があります
設備：ユニットバス・トイレ・布団・台所用品一式・流し台・ガスコンロ・冷蔵庫・
電子レンジ・クーラー・テレビ・バーベキュー器具一式（炭は別購入）

＜デッキサイト＞

詳しくは、キャンプ場までお問合せ下さい！

川原へおりる途中に C2・C3 のデッキがあります

☎ 0747-63-0839

