入園料 （４才以上） ６００円
営業時間
９：００～１７：００
（６月、７月、８月） ９：００～１８：００
フィールドアスレチック

（７才以上)

６００円

迷路

（４才以上)

５００円

パターゴルフ

(中学生以上）１，０００円（4才以上）７００円

２７ホール

おもしろ自転車

２０分

ミニSL弁慶号
ペダルボート
釣堀

（中学生以上）

５００円

（４才以上）

４００円

（中学生以上）

５００円 （３才以上）

４００円

５００円

４００円

２０分

(中学生以上）

（４才以上）１，０００円

（竿・えさ付）

ロマン渓谷入場

（４才以上）

（環境整備費）

※渓流釣竿貸しは別料金
貸竿・餌付き

１日

（２才以上） ３００円
１，０００円

★★★ 上記８種類のアトラクションが楽しめる、１DAYパスポートと回数券がお得です ★★★
◎１DAYパスポート

大人（中学生以上） ２，３００円
.小人（小学生以下） １，８００円

◎アトラクション回数券

１，０００円 １００円券 × 1１枚

グラススライダー

１日（７才以上） ５００円

園内を回遊「ロン・ラン号」

１日（７才以上） ３００円
利用時間 １０：００～１６:００ （入園料込）

森のドッグラン
バッテリーカー

コイン式

プール

１日

７００円

・小型犬

６００円
２００円

（中学生以上） １，０００円 （3才以上） ８００円

夏期のみ営業
（７月下旬～９月上旬）

・大型犬、中型犬

ホテル・コテージ宿泊の方は無料
貸切 ①８：００～１０：００ （３コース限定）

１１，８８０円

②１５：００～１７：００ （３コース限定）

１１，８８０円

合宿等のご利用はご相談ください。
１,１００円～

楽焼き 陶芸体験教室
ステンドグラス体験

中学生以上の方

２，１００円

森の工作室

５００円～

キャンプファイヤー

１基 （７段）

３２，４００円

グリーンアドベンチャーロード

緑の森を歩き、すがすがしい空気に浸りながら心と体をいやす森林浴

無料

１．５Ｋｍ 約４０分～５０分
露天風呂入浴料

（中学生以上） ８００円

（2才以上） ６００円

ホテル・コテージ宿泊の方は無料
※上記アトラクション料金には消費税8%が含まれます。

＜宿 泊 料 金 表＞
≪ホテルシルクヴィラ≫
1名料金
大人
小学生
4・5才
3才
（2～4名利用）
2食付
2食付・大人並
2食付・お子様用
食事なし
平日
￥9,828(税込)
￥6,880(税込)
\4,914(税込)
\2,948(税込)
休前日
\10,908(税込)
\7,636(税込)
\5,454(税込)
\3,272(税込)
特別期間①
\13,284/税込)
\9,299(税込)
\6,642(税込)
\3,985(税込)
特別期間②
\15,444(税込)
\10,811(税込)
\7,722(税込)
\4,633(税込)
チェックイン 15：00 チェックアウト 10：00
客室
・・・ 1階 洋室 ツイン
バスなし・トイレ付
2階 和室 2～4名
バス・トイレなし
3階 洋室 ツイン・エキストラルーム バス・トイレ付
お風呂 ・・・ 露天風呂 白壁の湯・内風呂がご利用になれます。（共に男女別です）
会議室 ・・・ 利用料(税込) 午前 7,000円 午後 8,000円 １日 15,000円 （着席120名）
＊シングルユースは3,240円増しとなります。
＊洋室エキストラベットはお子様対象です。
＊特別期間①②は、和室のご利用を3名様以上とさせていただきます。
特別期間①
特別期間②

Ｂ＆Ｂサービス（1泊朝食付）
・1泊2食付料金の20％引き
となります。
※特別期間は、ご遠慮願います。

4/29～5/1 7/16～8/10 8/15～21 12/28～30
5/2～5/5 8/11～8/14 12/31～H30.1/3

≪コテージ≫
1棟1泊・食事別
1～2名利用
平日
\ 13,068(税込)
休前日
\15,288(税込)
特別期間①
\ 17,388(税込)
特別期間②
チェックイン 15：00 チェックアウト 10：00

3～4名利用
\21,600(税込)
\24,840(税込)
\28,080(税込)
\33,480(税込)

5～6名利用
\27,972(税込)
\31,212(税込)
\34,452(税込)
\40,932(税込)

1～8名利用（大統領官邸）
\45,360(税込)
年間均一料金

コテージ内 ・・・ 和室・洋室 バス・トイレ・シンク付（調理不可）
お風呂
・・・ 露天風呂 白壁の湯がご利用になれます。
＊特別期間はお食事付でのご予約とさせていただきます。
朝・夕 2食セット
（ 夕食 / 和会席・洋食コース）
（夕食 / 和会席・洋食コース）
（夕食 / お子様用）
（夕食 / デラックスバーベキュー）

大人
小学生
4・5才
大人～お子様
特別期間①
特別期間②

通常料金
\3,888(税込)
\3,348(税込)
\2,808(税込)
\3,672(税込)

特別期間②
\4,968(税込)
\4,428(税込)
\3,888(税込)
\ 4,752(税込)

4/29～5/1 7/16～8/10 8/15～21 12/28～30
5/2～5/5 8/11～8/14 12/31～H30.1/3

≪キャンピングロッジ≫
1棟1泊
4名用
通年
\10,800(税込)
チェックイン 15：00 チェックアウト 10：00

5名用
\14,040(税込)

9名用
\27,000(税込)

ロッジ内
・・・ 寝具・冷蔵庫付
キャンプ場内 ・・・ 共同炊事場・コインシャワー(6分200円税込）・トイレ有
＊ロッジ室内での自炊はご遠慮ください。

≪オートキャンプ≫
1サイト・1泊
6名・車1台
通年
\6,480(税込)
チェックイン 14：00 チェックアウト 12：00

≪Ｄａｙキャンプ≫
1

¥864(税込)

利用時間 10：00 ～ 16：00

キャンプ場内 ・・・ 共同炊事場・コインシャワー(6分200円税込）・トイレ有

※上記、宿泊施設ご利用の方は 『遊びランド入園（６００円）が無料』 となります。

