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トイレ　シャワー

バンガローサイト

　一番人気は、なんと言ってもバンガロー
ですが、松露（８人用）２棟と海がめ（６
人用）４棟の合計６棟しかありません。
夏休み、ＧＷは競争率高いです。
　ここで言う○人用は、寝具・食器が○人
分ありますということで定員以上入れない
ということではありません。８人用で２、
３０人でパーティーをしているグループも
見受けます。ただし、定員を超えた人数に
は割増金が発生するのでご注意。

　車は、２台まで駐車することができます。

　バンガローはロフト式になっていて少々
天井は低いが２階部分で就寝するようにな
ってます。１階部分には、大きなテーブル、
冷蔵庫、キッチン、食器、調理用具、炊飯
器、２口ガスコンロ、ユニットバスなどが
準備してあります。
　また、夏は冷房、冬はストーブとログハ
ウスならではの快適さを生かした装備にな
っております。

　屋外テーブルにはバーベキューコンロが
設置できます（無料）。電源コンセントが
ありますので夜間でも安心。

　専用のライト（電球）も１００円でレン
タルしております。

ちょっと快適な別荘として使ってください。
バンガローの外のテーブルも使い勝手がいいんです。

バンガローサイト

　キャンプ場内での走行は「徐行」で、
また、車両をバックさせるとき、曲がると
きは必ず確認をしてください。

当キャンプ場では、ゴミの分別収集をしております。お客様ご自身できちんと分別してゴミステーション
にお持ちください。ゴミ袋は受付の際、管理棟でお渡しいたします。



　　　　　　バンガロー

　萱萱葺屋根で夏でも涼しい、
国産ログを使用した木造ロフト式
でキッチン、ユニットバス、冷房
ストーブ、電子ジャー、冷蔵庫など
を完備しております。
　アルミサッシの床まである大きな窓
を開けるとバーベキューができる野外
テーブルもあります。（電源つき）

　バンガロー前２台分の駐車場があ
ります。（台数が多い場合は、大駐
車場をご利用ください）
　大人数での利用に最適（全２棟）

海亀（６人用）海亀（６人用）

松露（８人用）松露（８人用）
しょうろしょうろ

　銅板葺屋根ですがなかなか風格が
あります、国産ログを使用した木造
ロフト式でキッチン、ユニットバス、
冷房、ストーブ、電子ジャー、冷蔵
庫などを完備しております。
　アルミサッシの床まである大きな窓
を開けるとバーベキューができる野外
テーブルもあります。（電源つき）

　バンガロー前２台分の駐車場があ
ります。（台数が多い場合は、大駐
車場をご利用ください）
　２家族くらいでの利用に（全４棟）

　どちらのタイプにも屋外バーベキューテーブルが
備え付けられております。使用方法は別紙の「バーベキ
ューテーブルの使い方」をご覧ください。直接、火をつ
けないでください。

　お風呂・トイレは、ユニットバスです。

　車で５分くらいのところに、温泉がございますので、
ゆっくり入りたいとき、人数が多いときなどは、そちら
をご利用ください。キャンプ場内には、シャワー設備し
かありません。
　温泉→　アスパル大崎（道の駅奥手、車で５分）
　別紙の「周辺地図」をご参照ください。



大きなテーブルがあり、大人数でのパーテ
ィーにも便利（写真は８人用）。

松露（８人用）が右の写真になります。壁際
にはベンチがぐるりと回ってるので、大人数
でも便利です。海亀（６人用）では右のテー
ブルの大きさが半分になります。

８人用、６人用はロフト（２階部分）に敷ける
お布団の数で設定してあります。

各バンガローの外には、固定式の屋外木製テーブルが設置されております。バーベキュー用
コンロを管理棟から借りてくればバーベキューもできます。夜間照明もレンタルしてます。
もちろん、テーブルの裏には照明用の電源コンセントがあります。

１階

　　　共通　バンガロー　内部図

１階

キッチンキッチン
キッチンには、冷蔵庫、炊飯器を完備。
もちろんまな板、包丁、なべ、やかん
食器なども準備されています。
（引き出しにスプーン、長箸、お玉、
おもどし、缶切、計量カップ：扉奥に
鍋、やかん、フライパン、ざる）
衛生上、箸が用意してありませんので、
各自ご準備ください。

　定員分の食器しか用意してありませんので、人数
が多めの時にはご準備ください。
　また、破損した場合は、必ず申し出てください。
実費をご負担いただきます。
　冷蔵庫の中、電子ジャーの中はきれいに！

２口コンロの後ろの壁に温水器のスイッチが
あります。スイッチを入れてくださいね。

大皿　２６ｃｍ� 陶磁器プレート
中皿　２１.５ｃｍ�陶磁器プレート
おわん１２.５ｃｍ�ＡＢＳ樹脂椀
汁椀　１１.５ｃｍ�ＡＢＳ樹脂椀
マグカップ、スプーン、湯のみ

おもどし、玉じゃくし、計量カップ
包丁、まな板�、中鍋（23cm径）ざる
フライパン（26cm径）、やかん（３L）

定員分

１棟に各１個



２階
ロフト中央ほどの壁に、エアコン電源
スイッチがあります。

２階と１階に分かれるので使い勝手は
非常にいい。ただし、２階部分は屋根裏
部屋のイメージで天井が低い。

床はフローリングで寝具が置いてある
。

６人用なら２家族くらいで、８人用な
ら仲間と一緒に１５人くらいで利用す
るお客様が多い。

ロフト部両サイドは、大変高さが低くなってございます。頭等打たれないよう、注意して下さい。
また、小さいお子さんが柵をを乗り越えないよう、お気をつけ下さい。

　写真右の右端に冷房専用のエア
コンが見えますが、高さが低いとこ
ろにございますので吹き出しに手を
突っ込んだりしないようにご注意く
ださい。

　天井が低いので、頭上にはご注意
ください。（約１７０ｃｍくらい）

　　　共通　バンガロー　内部図

２階

　２階ロフトまでは木製の階段になっております。
滑り止めがついておりますが、足元には充分ご注意
ください。
　小さなお子様が、手すりの隙間から落ちたりしない
ように充分ご注意ください。



エ
ア
コ
ン

エ
ア
コ
ン
ス
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冷
房
）

２階照明スイッチ

湯沸かし器スイッチ

１階照明スイッチ

電源メインスイッチ
鍵についているスティックをオレンジ色の穴に

しっかりと差し込んでください。

流し台、シャワーの湯沸かし器のスイッチ
お湯が出ない時はコンロ後ろの壁のスイッチ
を確認してください。

緊急時のインターホン
外線電話には繋げません、緊急時のみのご使用をお願いいたします。
お子様のいたずらにご注意ください。

屋外のバーベキューテーブル

バーベキュー用テーブルの真ん中のフタを取り除いてください。
管理棟からバーベキューコンロ、火バサミ、アミを借りてきてください。
フタを取り除いたあとの穴に、バーベキューコンロをセットしてください。
★外部電源コンセントはテーブル隅の下にございます。

流し台のそばに消火器が置いてあります。暗闇で倒したりしないようにご注意ください。
バーベキュー用テーブルの穴で直接焚き火をしないでください。テーブルが燃えます。

　このバンガローには、８人分の寝具が
備え付けてあります。不足の際は管理棟
まで申し出てください。別途料金にて準
備いたします。

松露タイプ　バンガロー　平面図

２階

１階



２階

１階

海亀タイプ　バンガロー　平面図
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）

２階照明スイッチ

湯沸かし器スイッチ

１階照明スイッチ

電源メインスイッチ
鍵についているスティックをオレンジ色の穴に

しっかりと差し込んでください。

流し台、シャワーの湯沸かし器のスイッチ
お湯が出ない時はコンロ後ろの壁のスイッチ
を確認してください。

緊急時のインターホン
外線電話には繋げません、緊急時のみのご使用をお願いいたします。
お子様のいたずらにご注意ください。

屋外のバーベキューテーブル

バーベキュー用テーブルの真ん中のフタを取り除いてください。
管理棟からバーベキューコンロ、火バサミ、アミを借りてきてください。
フタを取り除いたあとの穴に、バーベキューコンロをセットしてください。
★外部電源コンセントはテーブル隅の下にございます。

流し台のそばに消火器が置いてあります。暗闇で倒したりしないようにご注意ください。
バーベキュー用テーブルの穴で直接焚き火をしないでください。テーブルが燃えます。

　このバンガローには、６人分の寝具が
備え付けてあります。不足の際は管理棟
まで申し出てください。別途料金にて準
備いたします。



　　　　　　バンガロー屋外テーブルについて

バーベキューテーブルの利用方法バーベキューテーブルの利用方法
このテーブルは、常設テントサイトとバンガローに付いているタイプのものです。
（オートキャンプサイトに付いているものとは異なります）

　キャンプ場の常設テーブル（バンガロー用）は
バーベキューコンロが使えるように作られています。
　使い方に決まりがあるわけではありませんが、
必ずテーブルの真ん中の「ふた」を取り外して下さ
い。木製のテーブルですので、テーブルの天板の上
で直接、コンロ（右下写真）を置いて火をつけると
天板に大きな焦げ跡を残してしまいます。もちろん、
正しく（写真右一番下）セッティングすると、みん
なイスに腰掛けて食べることができます。アウトド
アだからといって焦って食べなくても大丈夫です。

●　コンロを組み立てる。 
　　　ネジ式の足（金属製）をねじ込む
　　　小さい金網をコンロの底に敷く
　　　大きな金網を上に載せる

　ちょっと重いので持ち運びにご注意

●　先に組み立てたコンロを「ふた」を外した
　　テーブルの穴に入れる。

　なんと、計って作ったようにピッタリです。
　これで出来上がりです。 

ここが電源部、１００Ｖが２口あります。

これなら８人くらいみんなでバーベキューでき
ますねっ

　くれぐれも、テーブルの蓋をとって直に、薪を
入れて燃やさないように、テーブルが火事になり
ますよ。

バーベキューの準備は、ご飯を食べる前の４５分位前から始めましょう。炭に良く火が移っていないと
暗がりで生焼けの食材を食べることになります。着火剤を忘れたときは、近くに落ちている枯れた松葉
を拾ってコンロの中に敷きましょう。勢い良く燃えてくれます。新聞紙、段ボール紙を使うと灰が飛ん
でしまうので、枯れた松葉のほうが効果的です。



当キャンプ場では

キャンプ場利用のお客様へ
お願い

キャンプ場をご利用される方みなさんに楽しんでいただけるようにガイドラインを設
けております。利用者の方が多く混雑している時、比較的利用者の方が少ない時
など時期とかその時の状況にに合わせたりしたいのですが、公営キャンプ場でもあ
りますので年間を通してみなさんが快適に過ごせるように決めてあります。状況判
断は各人にお任せしたいのですが、ご理解の程お願いいたします。

● 夏の時期は、キャンプ場内での花火がたいへん多いのですが、国定公園内で
は指定された場所での火の取り扱いはできません。また、松林の中ですのでたい
へん燃えやすい環境にあります、テント・タープ等も化学繊維ですので穴が開いた
りとたいへんです。以前、心無い方が通路（木製の舗装）上で直接焚き火をされ
て焦げた痕が残っております。直火での焚き火もできません。バーベキューコンロ
、市販の焚き火用の台をご利用ください。（植物が生えている場所では熱気で枯
れないような対策を施してから）

● キャンプ場内では、お子様が安心して自転車に乗ったり走り回れるように、車の
走行は最徐行でお願いいたします。また、指定された駐車スペース以外の場所に
車両を止めると草木や施設を傷めるばかりでなく、事故の原因となります。

● オートキャンプ場ではありますが、近くにはテントでおやすみの方もいっぱいいら
っしゃいます。夜間のエンジン音は睡眠の妨げになります。エンジンは停止してくだ
さい。同じような理由から発電機の使用も禁止にしてあります。

● 消灯時間の午後１０時を過ぎますとほとんどのお客様は就寝されております。場
内に響きわたるカラオケ、声の大きな談笑など周りの方にたいへん迷惑をかけます
。まわりの方に迷惑をかけないように配慮してください。

● 動物が怖い方もいらっしゃいます。また、ペットのフンの処理をされない方もい
らっしゃいます。現在のところペットを連れてこられるのは禁止しております。

● キャンプ場のゴミは基本的にすべて持ち帰りをお願いしております。しかしなが
らきっちり分別されているゴミに関しましてはゴミステーションで廃棄できます。（粗
大ゴミ等除く）大崎町ではゴミの分別収集を行っています。居住されている場所に
よって分別方法が異なりますので、必ず、掲示されているルールどおりに廃棄して
ください。特に資源ごみは、しっかり分別しないと再利用できません。分別がわか
らない方は、管理スタッフに遠慮なく聞いてください。ルールを守れない方は持ち
帰っていただきます。

利用者が安全に快適に過ごすためのルールです。



当キャンプ場では
 ●ゴミの持ち帰り
 ●直火の禁止（キャンプファイヤー、焚き火、花火全般）
 ●大型スピーカー（カラオケ等）、発電機の使用禁止
 ●ペットの持ち込み禁止

持ち込み用のBBQコンロ、炊事棟の施設は自由にお使いになることができますが、火の後始末には
十分ご注意下さい。
キャンプ場施設は、皆様が共同で使うものですので、使用後は次の人がこころよく使って頂きたい様
、お願い致します。
管理棟の営業時間は午後6時までとなっております。レンタルのお申し込み等は早めにお願い致し
ます。
キャンプ場の消灯時間は午後10時です。
 午後１０時以降のキャンプ場内の車の通行はご遠慮下さい。
 また、車中で宿泊される場合は、エンジンを必ず停止してください。

[レンタル使用の方]
BBQコンロのレンタルの方は、BBQコンロ、網はきれいに洗った上で、管理棟横の芝生の上まで ご
返却下さい。尚、火バサミは、管理棟2階にお返し下さい。
その他の用品をレンタルされた方は、洗浄し（マット・毛布はのぞく）、きれいな状態で管理棟2階に
お返し下さい。

[ＢＢＱ等使用済みの灰]
バーベキューコンロ等の灰や炭は「一般ごみ」扱いになっております。必ず火を消して「一般ごみ」収
集の袋に入れて廃棄してください。残飯・串・アルミホイルなどを一緒に廃棄しないように注意してく
ださい。

[バンガロー使用の方]
チェックアウト前までに、ロフトにあります布団、敷布団、枕の各カバー別々に包んで、バンガロー玄
関内側に置いて下さい。（この作業は必ず行って下さい。）もちろんある程度は清掃してください。

[駐車カード]
キャンプ場内に駐車されている車につきましては、チェックインの際にお渡しした駐車カードをダッ
シュボードの上に置いて下さい。駐車カードのない車につきましては、大駐車場をご利用下さい。駐車
違反につきましては該当エリアの利用料金を頂きますのでご注意下さい。

キャンプ場内での事故・盗難につきましては、当方は一切責任を負
いませんので、自己管理の上、行動して頂きますよう、お願い致しま
す。
        くにの松原キャンプ場　管理人

キャンプ場利用のお客様へ
お願い
本日は当キャンプ場をご利用頂き、ありがとうございます。
キャンプ場利用の皆様に管理棟よりお願い申し上げます。



くにの松原キャンプ場



に

い

 
 
 



・
生ごみバケツに入れてください。混入のないようにお願いします。



フリーサイトの一部、オートサイトの一部で１０M無線LANを利用できます




