
ラケット1本 220円 
ボール貸出付

 2,000円 3,000円
 1,500円 1,500円
 1,500円 1,500円

多目的グラウンド
（半面での使用は半額）

第二グラウンド 
(人工芝グラウンド)

池郷川グラウンド
池の平グラウンド

 学生 2,200円 4,400円
 一般 4,400円 8,800円
 学生 4,400円 8,800円
 一般 6,600円 13,200円
 学生 1,650円 3,300円
 一般 2,700円 5,500円

半日 1日

Aプラン
夕食 ： バーベキュー

Bプラン 
夕食 ： 栄養満点定食

 中高校生 6,600円
 小学生 6,380円
 中高校生 6,600円
 小学生 6,380円

和室 （8畳）
和室 （15畳）
和室 （15畳）
洋室 （8畳）
和洋室 （まつ）

9,350円～
8,800円～
11,550円～

トイレ無

トイレ付

8,250円～

一般
友の会 会員
村民

平日9ホール×2回の料金 土・日・祝

クラブ
靴 ・ バッグ

手押しカート
電動カート

下北山スポーツ公園

スポーツ公園テントサイト

ご予約・お問合せはセンターハウスまで 

☎07468-5-2711

●グラウンド

平成の森　バンガロー等

●フットサルコート

クレイコート
ハードコート 

 880円
 1,100円

1面・1時間 貸出●テニスコート

クレイコート2面使用

1人・2時間 備考
半日の総額 
上限5,500円

●パターゴルフ

パターゴルフ場  550円
1面・2時間 備考

パター貸出付

●伝習館 吉野杉ホール

２名様以上予約可能 おひとり様  4,400円

●野外ステージ ●宿舎やすらぎ・ロッジくすのき

●合宿プラン 1泊 3食付 ご飯のおかわりOK！

大研修室 5,500円
中研修室 3,300円
小研修室 2,200円
ふれあいの間（畳） 2,200円

●研修室

●レンタル料金

●池の平ハウスの宿泊

1日  5,500円 1日  5,500円

池の平ゴルフ場・池の平ハウス

ご予約・お問合せは総合管理事務所まで
☎07468-5-2711  

宿泊・合宿・研修・宴会
ご予約・お問合せは総合管理事務所まで
☎07468-5-2711

ご予約・お問合せは池の平ゴルフ場まで
☎07468-5-2451
※毎週火曜日は休みとなっておりますが、祝日の場合は営業致します。
　翌日の水曜日が休みとなります。

※上記のプレー料金には、ゴルフ利用税等が含まれています。
※一般・友の会会員の方には、きなりの湯温泉割引券をお渡しします。

※ゴルフ場をご利用の際には、必ず事前にご予約の連絡をお願いします。

 550円

1,000円
各500円

500円
700円

ご宿泊 1泊2食付

●小学生未満は無料、小学生は宿泊料金より550円引き
●おひとり様での一室ご利用は、550円増し
●きなりの湯温泉券、歯ブラシ、タオル、浴衣付き
●定食は会席に変更できます。（追加料金別途）
●朝食のみの場合 ： 1人あたり2,750円を差し引いた料金
●素泊まりの場合 ： 1人あたり3,850円を差し引いた料金
●お子様ランチ ： 1,320円（税込）～

半日

その他、各種宴会承りますので、
ご相談下さい



ご
利
用
時
間

ご
利
用
時
間

１頭目  １泊につき 2,000円
２頭目以降１頭につき １泊につき  1,000円

フリー
サイト

区画
サイト

施設使用料：1泊あたり 駐車料金

スポーツ公園キャンプ場/
平成の森
ご予約・お問合せはセンターハウスまで

☎07468-5-2177

●スポーツ公園 テントサイト ペット同伴不可

平成の森 バンガロー等

平成の森 愛犬バンガロー

●きなりの湯（天然温泉）

●きなり館（レストラン・売店）

●入浴料 ※消費税込の料金です

●愛犬宿泊料金

下北山温泉きなりの湯・
きなり館
ご予約・お問い合わせは、きなりの湯・きなり館まで

☎ 07468-5-2001

※ご利用時間 ： 正午～午前11時まで

営業時間 入浴受付時間 最終受付

※きなりの湯・きなり館は毎週火曜日が休館日となっております。 
きなりの湯の営業時間については、季節により変わる事がございます
ので、電話にてご確認のうえご利用ください。

愛犬バンガロー以外のキャンプ場・平成の森の施設は、
建物、テントサイト共にペット同伴禁止です。

大人
身体障害者
小人

650円 中学生以上
400円 障害者手帳の提示をお願いします
350円  3歳～小学生

大人1名 570円 4輪 1台 600円
小人1名 470円 2輪 1台 300円
AC電源付 5,500円
AC電源無し 4,500円

1台分の駐車料込み 
2台目以降はフリーサイトと同じく、 
4輪1台1泊 600円 
2輪1台1泊 300円

 施設名 定員 料金 トイレ シャワー 風呂 エアコン

●スポーツ公園 コテージ等 ペット同伴不可
※アメニティ・食器・調理器具は付いておりません。

 A型コテージ 6 28,500円 〇 〇 × 〇
 B型コテージ 8 35,000円 〇 〇 × 〇
 C型コテージ 5 18,000円 〇 × × 〇
 E型コテージ 12 54,000円 〇 〇 〇 〇
 オートロッジ 4 11,000円 × × × 〇
 ヒュッテ 20～30 25,000円 × × × 〇

 施設名 定員 料金 トイレ シャワー 風呂 エアコン

 4 16,000円 〇 〇 〇 〇

 ４ 8,600円 × × × 〇

 ３ 7,500円 × × × 〇

 16 32,500円 〇 〇 〇 〇

A型コテージ
B型コテージ
C型コテージ
E型コテージ
オートロッジ
ヒュッテ

チェックイン
午後2時～

チェックアウト
午前10時まで

チェックイン
午後2時～

チェックアウト
午前11時まで

チェックイン
午後2時～

チェックイン
午後2時～

チェックイン
午後2時～

チェックアウト
午前10時まで

チェックアウト
午前10時まで

チェックアウト
午前11時まで

※到着が午後5時を過ぎる時は、ご連絡ください。

※到着が午後5時を過ぎる時は、ご連絡ください。

平成の森Aタイプバンガローのみ愛犬の同伴が可能です。

※スポーツ公園から車で７～８分。 
※アメニティ・食器・調理器具はついておりません。
　愛犬バンガロー以外の施設は、建物、テントサイト共にペット同伴禁止です

Aタイプ
バンガロー
Bタイプ
バンガロー
Cタイプ
バンガロー
平成の森
コテージ 平　日 15:00～20:45 20:15

土・日・祝日 11:00～20:45 20:15

☆深さ1,200ｍの井戸から汲み上げられた温泉は、
　弱アルカリ性の「ナトリウム・炭酸水素塩泉」で、
　お肌がツルツルになる「美人の湯」タイプです。

おなじみの定食から、地元産の食材を取り入れた
オリジナリティーあふれる料理まで、『きなりの郷』

ならではの味覚をお楽しみください。

営業時間は変更になる場合があります

Bタイプ バンガロー
Cタイプ バンガロー

Aタイプ バンガロー

平成の森 コテージ

営
業
時
間

浴室に備え付けのボディソープ・シャンプー・コンディショナーがござい
ます。貸しタオルはございません。脱衣ロッカー、貴重品ロッカー用に
１００円硬貨をご用意ください。（硬貨は使用後返却されます）

レストラン

売　店

11:30～20:45
ラストオーダー 20:00
平　日 11：30～20:15
土・日・祝 11:00～20:15


