
 

生駒山麓公園 野外活動センターご利用のご案内 
 

この度は、生駒山麓公園をご予約いただき、誠にありがとうございます。当施設は青少年団
体の育成に力を入れた施設となり、利用者の皆様において自主的に活動していただくセルフサ
ービスが主体となっております。下記の内容についてご理解・ご了承いただいた上でご利用く
ださいますよう、お願いいたします。 

 
 

野外活動センターご利用時間 
■テーブルサイト、オートキャンプサイト、ウッドデッキサイト 

・日帰り利用 10 時から 15 時 
 ・宿泊利用  16 時から翌 9 時(日帰り利用は１６時から２１時まで) 
■ロッジサイト、テントサイト A・B 

・1 日利用  14 時から翌 11 時(日帰り利用は１４時から２１時まで) 
 
※消灯時刻は 22 時です。22 時以降は他サイトのお客様のご迷惑とならないよう、お静かにお願い

します。 
 

ご利用上のお願い 
故意、または重大な過失によって施設や設備に損傷、汚損、忘失などをした場合には、実費

相当額を申し受けます。(例)カギの紛失、寝具や室内及び備品の汚損・破損等 
 
また、以下の行為はお断りしております。ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 
 ・大声で騒ぐ行為や、大音量で音楽を流す行為 

 ・テーブルサイト、パラソルサイト、ロッジサイト内でのテントやタープ類の設営 
 ・直火での焚き火 
 ・決められた区画以外のご利用 
 ・バドミントンや野球、サッカー等の球技 
 ・水鉄砲、水風船、子ども用プールの使用 

 ・オートキャンプサイト内でのアイドリング 
 ・車の進入（オートキャンプサイトを除く） 
 ・ペットなど、動物の連れ込み 
 ・その他、迷惑・危険とスタッフが判断する行為 
 
 ※施設内および駐車場などでおきた金品等の盗難、ご利用者間でのトラブルで生じた損害に

対しては、一切の責任を負いかねます。 

 
キャンセル料について  

予約済みの宿泊・デイキャンプをキャンセルする場合、またはサイトや日程を変更する場合
は所定のキャンセル料が発生します。 
 ●ご利用日の 7～4 日前：利用料金の 20% 
 ●ご利用日の 3～1 日前：利用料金の 50% 
 ●当日のキャンセルまたは不泊：利用料金の 100% 
 
【キャンセル料のお支払について】 
●現地払いの方でキャンセル料が発生する場合は、以下の指定銀行口座にお振り込みください。 
「みずほ銀行 モミノキ支店 普通口座 6897076 カ）ベルカディア」 

※振込手数料はお客さまのご負担となりますのでご了承ください。 
 



 

 

販売品・レンタル品について 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 青少年団体料金は30名以上の学校団体・学童・子ども会・ボーイスカウト・ガールスカウトに適用されます。

 手作りピザセット※1

※1 ご利用日の7日前17時よりキャンセル料が発生します。
※2 ご利用日の3日前17時よりキャンセル料が発生します。

■販売品

品目 単　位 料　金 備　考

 木端（こっぱ） 1巻 150円 薪焚きつけ用、新聞付き

 炭 1箱 600円 3ｋg入り
 網 １枚 200円 レンタルバーベキューコンロ全面サイズ

 薪 1束 700円
 着火剤 1個 50円 ジェルパックタイプ

割り箸・スプーン 1つ 各10円 個包装
缶ビール(350ml) 1本 260円 キリンラガー、一番搾り、サッポロ黒ラベルの3種類

紙深皿 1セット 200円 5枚入り　約680ｍｌ
紙コップ 1セット 200円 10個入り　約205ｍｌ

ノンアルコール飲料（350ml) 1本 150円
ミネラルウォーター（2L) 1本 200円

缶チューハイ(350ml) 1本 200円 レモン、グレープフルーツ味の2種類
缶ワイン(250ml) 1本 550円 赤、白、ロゼ、シードルの4種類

塩コショウ 1袋 180円
焼肉のたれ 1本 350円 甘口・辛口　容量約280ｇ

ロックアイス 1袋 260円 1kg入り
板氷 1袋 330円 3.3ｋg入り

バーベキューコンロ 1台 1,000円 使い捨て網（全面サイズ）1枚つき
移動式かまど 1台 1,000円 常設かまど2基分のサイズ

指定ゴミ袋 1枚 100円 追加購入分、45Lサイズ

■レンタル品
品目 単位 料金 備　考

スリーピングバッグ（夏用） 1枚 700円 ファミリーバッグ#7。シーツ料金込み。青少年団体は200円引き※

スリーピングバッグ（冬用） 1枚 1,000円 バロウバッグ#1。シーツ料金込み。青少年団体は300円引き※

テーブル 1脚 400円 組み立て・収納が簡単な折りたたみ式テーブル
チェア 1脚 200円 ゆったりとした座り心地の折りたたみ式チェア

コット 1台 500円 折りたたみベッド。ロッジ利用時（7人以上利用時は必須）。

テント（1～2人用） 1張 2,500円 ステラリッジテント2型、ルナドーム2型

スリーピングバッグ用マット 1枚 350円 スリーピングバッグの下に敷く、クッション性の高いマット

シーツ 1枚 400円 ロッジ宿泊時、1人1枚必要

ダッチオーブン 1基 1,000円 12インチ。中敷き、リフターつき
カセットコンロ(本体のみ） 1台 400円 ボンベは別途200円で販売

テント（5～6人用） 1張 3,500円 ムーンライトテント7型
タープ（非自立式） 1張 2,500円 ビッグタープHX。ポール付き。

バイオライトストーブ（グリルセット） 1台 1,800円 おいしいグリル料理を楽しめるキャンプストーブのセット

ランタン 1つ 350円 小型の電気ランタン

ジェットボイル(ガス缶付） 1台 1,500円 短時間で湯沸かしや調理が可能なアウトドアストーブ
バイオライトストーブ 1台 1,100円 枝や落ち葉を燃料にできる小型ストーブ

 焼きそば※1 1人前

　 また、利用者の過半数が18歳以下である必要があります。

■食材提供　※ご利用の10日前までにお申し込みください。

ヘッドランプ 1つ 350円 ゴムバンドで頭に装着するランプ
双眼鏡 1つ 800円 自然観察マップ付き

4～5人分

 鶏の丸焼きセット※1 1セット 4,600円 6～7人分
 バーベキューセット※2 1人前 2,040円

400円

 豚汁※1 1人前 350円
1セット 2,600円

メニュー 単位 料金 備考

 カレーライス※1 1人前 550円
20食以上から注文可

 



 

公園開園時間 
 6 時から 22 時  

※上記時間以外は駐車場ゲートを閉鎖しますので入退出ができません。 

※滞在期間中は信貴生駒スカイライン側（西側）出入口をご利用ください。 

※東側ゲートは 8 時開門(生駒市在住・在勤者・身障者のみ、駐車券無料処理後、退出可(要証明) 

 

ゴミについて 
・ごみは分別の上、ごみステーションまで運んでいただきます。 
・もえるゴミについては、指定ゴミ袋（生駒市指定事業系もえるゴミ用）に入れて、捨てて

ください。ご利用サイトに応じて、指定ゴミ袋をお渡しします（足りない場合は事務所に
てご購入ください）。 

・家庭用ごみ袋等では捨てることができませんのでご注意ください。 
 
ふれあいセンター風呂入浴時間 
 日帰り入浴時間 11 時から 17 時 
 宿泊者入浴時間 17 時から 21 時 30 分 
 入浴料金  大人 310 円 子ども 160 円 

 ※浴場にシャンプーや石鹸、タオル類はございません。各自でご用意ください。 

 ※宿泊者が少数の場合は、風呂入浴時間を短縮させていただく場合がございます。 

 

レストランでのお食事について 
・ふれあいセンターレストランで宿泊者向けのお食事をご希望される場合は、事前申し込み

が必要となります。食事メニューの内容はお電話にてお問い合せください。 
・レストランへのお食事のご注文はご宿泊 10 日前までとなります。 

  なお、利用日の 3 日前 17 時からキャンセル料が発生します。 
 

駐車場について 
・生駒市在住・在勤・在学の方が運転する車および障がい者が同乗する車は、駐車料が無料

となります。受付で無料処理しますので、運転免許証（在勤・在学の方は勤務先・在学先
を証明できるもの、障害者は障がい者手帳（写し可）も必要）を駐車券と一緒にご提示く
ださい。 

・生駒市外の方は、退出時に西側駐車ゲート精算機でお支払いください。 
・宿泊者は利用期間中１回のみ駐車料金が必要です。一時退出される方は、１度目の退出時

に西側精算機で精算の上、領収書を発行し保管ください。お戻りの際、受付に領収書と駐
車券をご提示いただければ、無料処理いたします。 

・大型バス・マイクロバスでお越しの方は受付でご精算願います。駐車場ゲート入退出の際
は、必ずインターフォンにてお呼び出してください。  

 

アスレチックのご利用について 
・野外活動センターをご利用の方は割引がございます。 
・野外活動センターにてチケットをご購入の上、アスレチックにお進みください。 

 
 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。             
************************************************** 

生駒山麓公園 
〒630-0243 奈良県生駒市俵口町 2088 番地 

TEL:0743-73-8880 FAX:0743-73-5350 

URL:https://www.ikoma36.jp 

年末年始及び 10～5 月は火曜日休館(祝日を除く) 

                    ************************************************** 



 

 

ご記入者名 連絡先

ご利用者数 利用日時

①　利用者に該当する方が含まれる場合、利用の中止をお願いします。

　　 （症状は、過去２週間に該当が無いか確認してください。）

　　・発熱（37.5℃以上）、せき、のどの痛みなどの症状が出ている方。

　　・だるさ、息苦しさ、体が重く感じる、嗅覚や味覚異常等の症状が出ている方。

②　施設へお越しの際や、利用中は必ずマスクを着用してください。

③　こまめな手洗いやうがい、消毒を行ってください。屋内では、こまめな換気をしてください。

④　ご滞在中は、「密閉・密集・密接」にならないよう注意してください。

⑤　他の人と２ｍを目安に距離を開け接触を避けるとともに、対面にならないよう配慮してください。

　　（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）

　上記の①～⑤の内容を確認し、ご同意いただけた方は、

　　「✔」をつけてください。

　　　※ご同意が得られない場合、施設のご利用をお断りさせていただきます。

ご利用前に、必ず利用者全員への周知と確認をしてください。

ロッジご宿泊のお客様へ
（チェックイン時にご記入いただきます）

新型コロナウイルス感染防止チェックリスト

　月　　　　日　　　　時～　　　　日　　　　時

皆様が安心・安全に施設をご利用いただくため、必ず提出をお願いします

 


