
 '20年1月12日

   ビジター 法人会員   個人会員

施設利用 一般利用 オフロードコース 平日 2,000 1,000 ←
（車両持込） 土日祝日 2,500 1,500 ←

平日 4,000 2,000 ←
土日祝日 5,000 3,000 ←

平日 6,000 4,000 ←
土日祝日 7,000 5,000 ←

1,000 ← ←
法人利用 オフロードコース 平日 4,000 2,000

ﾅﾝﾊﾞｰ付き 土日祝日 5,000 3,000

車両持込み 平日 8,000 4,000

試験・評価 土日祝日 10,000 6,000

   等 平日 12,000 8,000

土日祝日 14,000 10,000

レンタル車 平日 10,000 8,000

土日祝日 10,000 8,000

平日 45,000 42,500

土日祝日 45,000 42,500

一般利用 レンタル試乗 ﾜﾝﾀﾞﾌﾙｺｰｽ 平日 2,000 1,500 ←
または （車種問わず） 1周/台 土日祝日 2,000 1,500 ←

法人利用の 林間ｺｰｽ 平日 2,500 2,000 ←
親睦会等 1周/台 土日祝日 2,500 2,000 ←

ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ(3名まで) 1,500 1,200 ←
林間(4名まで) 2,000 1,500 ←

てんとうくん 1回/2名まで 全日 1,000 ← ←
ブース出展料 1日/9㎡ 全日 10,000 5,000 ←
デイキャンプ

全日Aｻｲﾄ

12人用

ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：15,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：16,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：5,500

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：6,500
・屋根付き：屋根内には12名様まで

（MAX18名様まで利用可）

（道具の持込可）
全日Bｻｲﾄ

8人用

ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：10,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：11,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：3,500

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：4,500
・屋根付き：屋根内には8名様まで

（MAX12名様まで利用可）

利用料/人 全日 

バーベキュー場 全日 8人用
ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：14,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：15,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：4,500

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：5,500

（道具の持込不可） 全日 5人用
ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：9,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：10,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：2,500

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：3,500

ベンチ/台 全日 6人用
ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：9,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：10,000

ｺﾝﾛｾｯﾄ無し：2,500

ｺﾝﾛｾｯﾄ有り：3,500

利用料/人 全日 

貸切利用 平日 400,000 200,000

土日祝日 600,000 400,000

全日 100,000 50,000

300,000 150,000

360,000 180,000

平日 50,000 25,000

土日祝日 100,000 50,000

全日・時間 2,000 1,000

一面/全日 20,000 10,000

一面/全日 60,000 30,000

一面/時間 20,000 10,000

平日 600,000 300,000

土日祝日 900,000 500,000

1ｶ月前迄

～1週間前

～3日前迄

～前日迄

当日

研修利用 全日

人・ﾉｳﾊｳ 時間・人 全日 5,000 3,000

時間・人 全日 10,000 7,000

1日・人 全日 50,000 35,000

インストラクター派遣

(設営含)
1日・人 全日 50,000 ←

講師派遣 1日・人 全日 90,000 60,000

以 上

1時間/台

さなげアドベンチャーフィールド 施設ご利用料金一覧表（消費税別）

利用区分
利用料金 '20年4月1日～（円）

備 考

コース遊覧 1台/周

1区画/日

3時間/台

1日/台

1周同乗林間コース/人

1時間/台

3時間/台

1日/台

テーブル/台

・屋根付き

（MAX 157名様まで利用可）

時間/台
・お客様のみでの運転は不可。

 別途インストラクター費用が

 必要となります。
1日/台

全施設

キャンセル料

全オフロードコース
・貸切/日は9:00～17:00まで

 となります。（8時間）

・半日の場合は1日料金の7掛で

 9:00～13:00、13:00～17:00

 となります。（4時間）

・上記時間外は割増料金/時

 １日貸切料金/8時間×1.25

 となります。

・連日貸切利用の場合は、貸切

 料金の割引を別途適用します。

・定休日の開場による貸切

 料金は、平日貸切料金×1.3

 となります。

・BBQ場貸切の未使用区画は、

 ▲1,000円/区画 いたします。

キャンプ場コンロセット無し

ＢＢＱ場コンロセット付（食材有）
全日

   〃    （食材無）

ギャラリー広場

（テント等持込設置可）

研修室

ロータリー広場

多目的広場

出張・派遣

・設営＋運営での受託は、

 設営日の派遣料金を割引き

 いたします。

高校生以上：600  小中学生：300

高校生以上：600  小中学生：300

無 料

貸切料金の30％

貸切料金の50％

貸切料金の80％

貸切料金の100％

（別表参照）施設内４ＷＤ研修

スタッフ貸出

オフロード

インストラクター貸出

講師貸出

駐車場

インストラクター貸出


