
消費税率改定に伴う料金変更のお知らせ 

日頃は、大阪府立少年自然の家をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

2019 年 10 月 1 日に予定されております消費税率改定に伴い、施設使用料等の料金 

変更を実施させていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

変更の内容は以下の通りです。 

※表示は新料金です。（ ）内は旧料金となります。 

① 施設利用料 

 
1 泊（宿泊棟） 1 泊（テント） 日帰り 

15:00～翌 15:00 15:00～翌 15:00 10:00～20:00 

4 歳～中学生 
大阪府内 540 円（530） 420 円（410） 160 円 

府 外 690 円（680） 530 円（520） 200 円 

高校生以上 
大阪府内 1,070 円（1,050） 830 円（810） 320 円（310） 

府 外 1,390 円（1,360） 1,060 円（1,040） 410 円（400） 

 

② 冷房料 

○ 夏季、宿泊室で冷房を使われる場合には冷房料が必要です。 

冷房の使用は、団体単位で、お申し出ください。一人一泊につき 170 円（160） 

○ 冬季の暖房料は不要です。 
 

③ シーツ等クリーニング代 

○ ご宿泊の方はシーツ代が必要です。（3 泊ごとに交換します） 

     シーツ    190 円（180）   防水シーツ  220 円（210） 

○ 寝具等を汚された場合には、クリーニング代をいただきます。 

     敷布団・掛布団      各 3,160 円（3,100） 

     まくら           1,120 円（1,100） 

     布団カバー・まくらカバー  各 170 円（160） 

 

④ ごみ袋（当施設でごみを捨てて帰る場合は、指定のごみ袋を事務所で購入ください） 

○ 45ℓタイプ・1 枚につき 100 円（燃えるゴミ・燃えないゴミで袋が異なります） 

○ 野外炊飯や補食・夜食を注文の場合は、注文数に応じたごみ袋をお付けします。  

 

⑤ 食事料金 

 一 般 未就学児 ＜食物アレルギーの対応について＞ 
◇ご利用の 3 週間前までに所定の
調査票をご提出ください。 

◇対応は食堂食のみです。 
◇補食・夜食・野外炊飯に関しまし
ては、注文時に団体でご確認くだ
さい。（原材料は一部を除きＨＰでご確

認いただけます） 

朝 食  510 円（500）  430 円（420） 

昼 食  660 円（640）  640 円（620） 

夕 食  870 円（850）  770 円（750） 

三食計 2,040 円（1,990） 1,840 円（1,790） 

☆ご飯と汁物は、おかわり自由です。 
 

⑥ 水筒補充用のお茶 （給茶タンクでの提供） 

    1ℓ 30 円（20）  ※安全のための設備等を設置致しましたのでご了承ください。 

  コーヒーポットサービス（ミルク・シュガー付き・カップ貸出） 

   約 10 杯 1,200 円（1,030）  

  

 



⑦ 野外料理に伴う料金 

  食材料金                  バーベキュー料金 

カレーライス（豚肉） 520 円（510）  お手軽セット 1,150 円※（1,030） 

カレーライス（牛肉） 580 円（570）  まんぷくセット 1,680 円※（1,550） 

カレーライス（ウインナー） 

 

520 円（510）  よくばりセット 2,710 円※（2,560） 

焼きそば 520 円（510）  ファミリーセット 4,470 円※（3,990） 

豚汁（お米付き） 520 円（510）  牛肉追加（100ｇ）  370 円（360） 

緑茶ティーバッグ  30 円  豚肉追加（100ｇ）  220 円（210） 

☆ご要望に応じた食材の注文も承っています。（10 日前までにご相談ください） 

※お手軽セット・まんぷくセット・よくばりセット・ファミリーセットは焼きおにぎり付きになりました。 

 

 

  道具・燃料のレンタルおよび購入品 

☆やきそばをする場合は、用具セットの鍋が鉄板・コテに代わります。 
 
⑧ 補食・夜食 

 

 
上記に記載していないものにつきましては、少年自然の家ホームページにてご確認いた

だけます。 http://shizen.osaka-yha.or.jp/ 
その他ご不明な点等ございましたら、当施設までお問い合わせください。 
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。 
 

 

 大阪府立少年自然の家 
〒597-0102 

大阪府貝塚市木積字秋山長尾 3350 

TEL:072-478-8331/FAX：072-478-8335 

E-mail:shizen@osaka-yha.or.jp 

食器セット（10 人用） 440 円（430） 皿・お椀・湯のみ・スプーン・おたま・しゃもじ・  

トング・まな板・包丁・ピーラー 

用具セット（10 人用） 440 円（430） なべ（大 1・小 1）ざる・ボウル・やかん 

バーベキューグリル 430 円（410） 約 30cm×80cm （７～８人用） 

バーベキュー網 270 円（260） 30cm×40c 炊飯場でグリル使用の場合は１台につき２枚必要です。 

まき 500 円 カレーなら 1 班に 1 束が目安 

しば 450 円 3～4 班に 1 束が目安 

炭（3kg）着火剤付き 650 円（600） グリル 1 台に 1 箱が目安 

スライスチップ大・中・小 大 220 円（210）・中 170 円（160）・小 110 円（100） 

縄クラフト 170 円（160） 

ケナフセット 4,200 円（4,120） 

菓子パン 150 円（140） クリーム・ジャム・メロンなど全 11 種類 

おにぎり（2 個） 270 円（260） おかず付＋50 円   味噌汁付＋50 円 

サンドイッチセット 400 円（390） サンドイッチ＋紙パックドリンク 

アイスクリーム 150 円（130） バニラ・ソフトクリーム・カキ氷 

デザート菓子 100 円（85） プリン・ゼリー・ヨーグルト 

紙パックドリンク 100 円（90） 牛乳・コーヒー牛乳・オレンジ・フルーツミックス・緑茶 

自然の家マスコットキャラクター 

ミエリア＆クリプト 


