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くにの松原キャンプ場

●8人用・6人用バンガロー入口の扉は下の鍵穴を開けて入室ください。

●入室されたら鍵についているスティックを電源スイッチに差し込んでく
ださい。

●２階ロフト部分は天井が低いので頭上にご注意ください。　

●室内でのバーベキューはご遠慮ください。室内の匂いがとれません。

●ご使用になられたシーツ、布団カバー、枕カバーをバンガロー玄関内
側（1階）に出しておいてください。

●お使いになられた食器は、きちんと洗ってください。

●ゴミは基本的にお持ち帰りをお願いしておりますが、朝8時から10時ま
で、管理棟前のゴミステーションに分別して捨てられるものもあります。詳
しくは、ゴミ分別の説明書をご覧ください。

●バーベキュー使用後の残り灰・燃えカスなどは、ゴミステーション一番
左手のオレンジの缶にお捨て下さい。絶対にバンガロー周辺に残灰等を
捨てないでください。炭は自然に還りません。

●戸締り、火の元の確認をし、鍵・「利用のしおり」・レンタル品は管理棟
にご返却ください。

８人用・６人用バンガロー
ご利用のお客様へ

ご利用ありがとうございました。
お気をつけてお帰り下さい。
またのお越しをお待ちしております。

夜間お困りのことが発生したら
午後6時以降管理棟の電話（外線）は繋がりません。
お手数ですが、キャンプ場受付横のインターホンを
ご利用下さい。（物販・レンタルはいたしません）



くにの松原キャンプ場

●バンガロー入口は建物正面（ガラス張り扉のデッキ）の建物側面が勝
手口となっています。鍵を開けて入室ください。

●ガラス張りの扉は内側からしか鍵が開けられません。

●入室されたらスティックが電源スイッチに差し込んでありますので、そ
のままご利用下さい。

●２階ロフトは子供たちの基地にと作ってありますが、小さなお子様が
ご利用の際には手すりの隙間から、または手すりを乗り越えて転落しな
いように十分ご注意ください。小さなお子様が登りにくいように梯子に
しております。ご利用の際は転落等ないようにご注意ください。

●机の上では絶対にバーベキューコンロを使用しないでください。
バーベキューコンロについている足をつけてご利用下さい。

●室内にある机や椅子をベランダに出して、バーベキューなどの食事を
お楽しみ頂けますが、使用後は必ず室内にお戻しください。

●バンガローは松林内にあります。扉を開け放したままにしていると時折
鳥などが迷い込んでくる場合がございますので、ご注意ください。

●お帰りの際には、必ず全ての電気を消したことをご確認ください。

４人用バンガロー
ご利用のお客様へ

★バンガローの中でもWiFi（インターネット）がご利用になれます。
　　SSID               FREE-SPOT_Outdoornetwork
　　Password     0994763611



くにの松原キャンプ場

　日南海岸国定公園内の太平洋に面した防風林（松林）の中で家族や
カップル、外国人ツーリストなどの少人数で、リーズナブルな価格で

　アウトドア未経験でもバンガローに揃えてあるキッチン用品やランタン
・テーブル・チェアなど評判の最新アウトドアグッズが揃っているので、ち
ょっと体験してみるのに最適。

　バンガローはすべて東向きの日の出方向に建っているので、朝、カー
テンを開けると、松林越しの日の出がご覧になれます。鳥やハルゼミ、潮
騒を聞きながら、コーヒーやホットサンドで朝食はいかがですか？

４人用バンガローの特徴

★バンガローの中でもWiFi（インターネット）がご利用になれます。
　　SSID               FREE-SPOT_Outdoornetwork
　　Password     0994763611



４人用バンガローの場所

現在地

４人用バンガロー

北

・ 受付を済ませたら、黄色い看板（これより先有料施設）から中にお入りく
ださい。　6人用・8人用バンガロー手前交差点を左折し、奥まで進んでく
ださい。左手が炊事棟、右手がトイレ・シャワー棟を通り過ぎたら左手奥
に4人用バンガローが見えます。　バンガロー前まで車でお進みくださ
い。　キャンプ場内の車両での出入口は、入ってきた場所1か所のみです
。

・ キャンプ場への出入りは24時間可能ですが、夜になるとテントでお休
みのお客様も多いですので、最徐行で静かにお進みください。



４人用バンガローの見取図

１階　床面積　　45.0㎡（14坪）
　　　　　　7.5m×6.0m

 シャワー室、洗面更衣室
 洋式ウォッシュレット
 ミニキッチン（1口コンロ）
 セミダブルベッド２台
 下足箱
 フォールディングテーブル
 フォールディングチェア４

２階　床面積　　4.90㎡（1.5坪）
　　　　　　2.0m×2.45m



スノーピークのこだわりが凝縮した、ずっと使える大定番チェア。

2枚の天板を開くと、シンクロして内側から脚が
現れる画期的な開閉構造を持つテーブルです

Snow peak LV-077GY
FDチェアワイド グレー

Snow peak LV-015TR
ワンアクションテーブルロング竹

施設設備

リンナイ　RUX-A2015W-E-JE
ガス給湯器専用機 ２０号
プロパン・屋外壁掛・耐塩害仕様

ダイキン F56YTAXP-W+R56YAXP
エアコン5.6KW AXシリーズ 200V20A
暖房 15~18畳 6.7kW 1,430W
冷房 15~23畳 5.6kW 1,500W　

アイリス PWBX-SD
パイン材ベッドフレーム SD（セミダブル）
耐荷重　約200kg

ベッドアンドマットレス EN101PN
ポケットコイルマットレス SD（セミダブル）
表面　ニット生地
側面　３Dメッシュ
寸法　幅1200mm　長さ1950ｍｍ
厚さ　20cm（エッジ部17cm）
材料　コイルスプリング
　　　（詰物　フェルト（ポリエステル）、
　　　　ウレタンフォーム、不全布）
外装生地　ポリエステル100%
コイル数・線径　627・1.8mm



施設設備

LIXIL DMK12 LFWE(1)DP(R)
ミニキッチン スタンダード 冷蔵庫タイプ
フルユニット LPガスコンロ シングル水栓
W120×D50×H190cm
ミニ冷蔵庫はハイアール製４０リットルサイズ

TOTO　LMBA060B1GDC1G
Bシリーズ 化粧鏡 ミラーキャビネット 1面鏡
LEDランプ エコミラーあり
60cmタイプ 洗面化粧台用
寸法 (mm)： 幅600×奥行170×高さ985
LEDランプ（4W×1個）
コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
収納トレイ4個付き
バックパネル付き

TTOTO JSV0808
シャワールーム セットプラン0808 Lタイプ
W800×D800×H2030
　HQパネル（ベーシスホワイト）
　カラリ床（単色ホワイト）
　水栓　２ハンドル
　シャワーヘッド　スプレーシャワーS
　ドア　折戸W800
　半球形照明（LEDランプ・電球色）
　タオル掛け



施設設備

TOTO　TCF6622-NW1
ウォッシュレット（温水洗浄便座）

基本の使いかた
ウォシュレット本体操作部のボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると
電子音が鳴ります。

※ 1　表面シート、ボタンは「抗菌」です。

洗う

止める

ビデ洗浄

おしり洗浄

止

温度設定／温度調節ランプ (P.14)
●温度調節するとき

■ パワー脱臭ボタン
ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる

■ ノズルきれいボタン
きれい除菌水でノズルを洗浄する

●便座に座らないと、使えません。
●切らずに立ち上がったときは、約２分後に自動で

止まります。

●洗浄機能（おしり・ビデなど）を
使用したときに、自動でノズルを
洗浄することもできます。（P.12）

ムーブ洗浄
● 使用中にもう一度押すと

ノズルが前後に動き、広
くまんべんなく洗う

■ 水勢調節
水勢を 5 段階で調節
●水勢調節ランプは便座に座ると

点灯します。

■ 洗浄位置調節　
洗浄位置を５段階で調節
●便座から立ち上がると標準位置（3 段階目）に

戻ります。

表面シート※ 1

お知らせ
便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

●「おしり」「やわらか」
「ビデ」使用中にボタン

を押すと使える機 能
です。

やわらか洗浄
う洗をりしおで流水なトフソ• 

表示ランプ

When you use it, it’ll be automatically deodorized.

Electronic toilet

Function panel

warm

Electronic toilets are western style toilets with various functions.
There are functions such as seat warming, washing bottom, bidet, and drying.
There is a nozzle under the toilet seat. 
Water comes out from the nozzle to wash the bottom and front part.

Washlet is the product name of electronic toilets of TOTO corporation,
however it is known as general name of electronic toilets in Japan.

Washing bottom Gently wash

Washing bidetWashing

Stop
Stop



Happyyoo 
ボックスシーツ 防水シーツ セミダブル 
防水・防ダニ・ 抗菌
タオル地使用
サイズ：120x200+30cm

施設設備

白井産業　MCR-75SL
スライド付きカウンターワゴン
幅716mm×奥行397mm高さ900mm

アテーナライフ
コンパクトソファーベッド
耐荷重：最大160Kg（2人掛け）
幅123cm×奥行76～93cm高さ39～76cm

mofua(モフア) 31200244
掛け布団 肌掛け キルトケット ブルー セミダブル
極細 ニット生地
素材構成 
　　　　表地:ポリエステル100%
　　　　裏地:ポリエステル100%
　　　　中綿:ポリエステル100%
サイズ(約):160×200cm

ニトリ　ホテルスタイルまくら(Nホテル2 セレクト)
7550707
サイズ 幅40×奥行60×高さ20cm
素材 ポリエステル
重量 約1kg
中生地にアレルキャッチャー®不織布を使用。
　抗菌防臭加工
　4大消臭加工 ※1
　抗アレル物質 ※2
※1：4大消臭加工〔酢酸、イソ吉草酸、アンモニア、ノネナール(加齢臭)〕
※2：抗アレル物質は、ダニ由来(死骸やフン)のアレル物質を吸着します。



230ビリーポット／φ230×160mm / 6.6L
200ビリーポット／φ200×138mm / 4.3L
180ビリーポット／φ180×118mm / 3.0L
メッシュバスケット／φ215×110mm
フライパン／φ240×55mm

調理器具１

Snow peak　CS-021
フィールドクッカー　PRO.1

アウトドアのキャンプではド定番のクッカー
PRO.1は6人~8人用のサイズで使われています
もちろん30年前の製品も修理対応



調理器具2

タイガー魔法瓶(TIGER)　JBH-G101W
炊飯器 5.5合炊き マイコン エコ炊き

本体サイズ:幅25.2×奥行34.9×高さ21.5cm
電源：100V / 最大消費電力 635W
ふっくらごはんが炊ける「黒遠赤厚釡（1.7mm）」
省スチーム30％カット「エコ炊きメニュー」

イワタニ　CB-AS-1
カセットフー 達人スリム 【うす型コンロ / 高さ74mm】 

サイズ:幅338×奥行272×高さ84mm
使用できる鍋の大きさ:　目安として9号土鍋
ガス消費量:約236g/h
連続燃焼時間:約70分
点火方式:圧電点火方式
安全装置:圧力感知安全装置

バルミューダ　K02A-WH
電気ケトル ザ・ポット ホワイト BALMUDA The Pot
容量 0.6 L
材質 ステンレス製
電圧(V) 100 ボルト (AC)
ワット数(W) 1200 W
商品寸法 (長さx幅x高さ) 14.2 x 26.9 x 19.4 cm
この商品について
本体（内側）は水ですすぎ洗いが、フタは水で丸洗いが可能です。
素材　本体：ステンレス　フタ、取っ手：ポリプロピレン
安全機能 空だき防止機能、自動電源OFF機能
沸騰時間の目安：200ml 約1分半／600ml（満水時）約3分 
*水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。

コールマン 170-9435
ホットサンドイッチクッカー
サイズ:使用時/約13.5×40×3.8(h)cm、収納時/約10×20×2.5cm
重量:約550g
材質　　本体/アルミニウム、ハンドル/スチール・ウッド 
　　　　表面加工材質:フッ素樹脂コーティング
内部はノンスティック加工で食材がこびり付かない
ランタンマークがサンドイッチに刻印できる 

・ カセットガス燃料は別売になります。
　　管理棟でも１本132円で販売中

キャンプ場レンタル（別途）
　９号土鍋セット　　　　　　550円
　焼き肉プレートセット　　　  550円



コレール　CP-8910
ウィンターフロストホワイト 大皿 J110-N
サイズ:(約)外径260mm
耐熱温度差:150度

調理器具3

コレール　ウィンターフォレストシリーズ
　独自の3層構造のガラスで割れにくい
　薄い素材だから省スペースに収納可能
　軽量だから負担が少なく扱いやすい
　なめらかな表面なのでお手入れカンタン
　無孔ガラス素材だから衛生的
　電子レンジ、オーブンに使えます
コレールは一般のガラス製品に比べて熱や衝撃に強い
ガラス製品ですが、「割れない」「欠けない」ものではありません。

コレール 　CP-8918
ウインターフロストホワイト 小ボウル J410-N
サイズ:(約)外径135×高さ35mm
耐熱温度差:150度

コレール　CP-8925
ウインターフロストホワイト 多様ボウル J426-N 
サイズ:(約)外径125×高さ60mm
耐熱温度差:150度

ニトリ　DH-20
ボーンチャイナ　マグカップ
サイズ 幅12×奥行9×高さ10cm
素材 ボーンチャイナ
重量 約210g

計量カップ、おもどし、ターナー（フライ返し）、包丁、まな板、菜箸、ステンレスポッド
焼肉用トング２種
スプーン（大）４本、フォーク（大）４本箸４客
洗剤、スポンジ

調味料等は一切置いておりません。
サラダオイル、醤油、塩、コショウなどお忘れなく



器具

バルミューダ　L02A-BK
 ザ・ランタン ブラック LED BALMUDA The Lantern 

光源タイプ LED　6 W
電源 バッテリー式
スイッチタイプ ロータリー

(長さx幅x高さ)10.3 x 11 x 24.8 cm

この商品について
BALMUDA The Lanternは、
日常の何気ない時間を、少しだけ特別に彩る
LEDランタンです。
バッテリー内蔵で部屋中どこでも、アウトドアにも
持ち出してお使いいただけます。

GENNKI
ランタンスタンド　テーブルクランプ式／ 打ち込み式

クランプでテーブルに挟んだり、付属するペグを使用して地面に打ち込んで使用します
　地面に挿すペグ部は高強度のS45Cスチール、本体材質は、高強度A7075超々ジュラルミン。
フックの耐荷重は約1kgで、物を吊った時に安定感があります。

操作はダイヤルを回すだけ。光の明るさに応じて暖色から温白色へと色合いが変化します。



朝のホットサンドレシピ

キャベツと半熟卵のホットサンド　＊材料２人分＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンドイッチ用パン ４枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵 2個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャベツ 40g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩 少々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チーズ 40g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粒マスタード 少量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バター 少量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊作り方＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.卵は半熟に茹でる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.キャベツは千切りにし、塩を振っておく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.パンにバターとマスタードを塗りキャベツ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チーズ、ゆで卵を乗せてもう一枚のパンで挟み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホットサンドメーカーで３分ほど焼く。
チーズたっぷり、トマトと卵のホットサンドのレシピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食パン（8枚切り）　４枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレジデント プチ・カマンベール　60g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トマトと卵の炒め物　適量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トマト　２個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵　４個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チーズチップス プレジデント ミモレット　20g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニンニク　1カケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中華ダシ　適量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩　適量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コショウ　適量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スライスチーズ　２枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マヨネーズ　適量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わさび　適量
1.トマトはざく切りにする。
2.ボウルに卵と細かく刻んだ「チーズチップス プレジデント ミモレット」入れてよくかき混ぜる。
3.トマトと卵の炒め物
4.フライパンに多めの油を引いて火にかける。フライパンが熱くなったら、流し込み手早く混ぜる。
　半熟状態でボウルに取り出す。
5.フライパンに薄く油を引き、みじん切りにしたニンニクを入れ火にかけ炒める。
　香りが出てきたらトマトを加えてサッと炒める。　中華ダシを入れて全体に絡めるように炒める。
　そこへ、予め炒めておいた卵を加えトマトと合わせる。塩・コショウで味を調えて完成。
6.食パンにマヨネーズとわさびを塗り、スライスチーズの半分（対角線で三角形に切ったもの）を敷く。
7.トマトと卵の炒め物を乗せる。
8.その上に「プレジデント プチ・カマンベール」を乗せる。
9.残りのスライスチーズを乗せ、マヨネーズとわさびを塗った食パンで挟む。
10.ホットサンドメーカーで挟み、片面を3分30秒程度、中火の火加減で焼く。
　ひっくり返して2分30秒ほど焼く。

・　ツナ缶やポテトサラダ、輪切りのきゅうり、目玉焼き、スクランブルエッグなど、いろんなものを
挟んで焼いてみましょう。いつもと違った朝が楽しめます。


