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煙�キャンプヴィレッジ

受付フロント・売� �業時間 ： 8:30 〜 21:00

チェックアウト�   8:30 ~11:00 

ご⽤件のある�はフロントまでお�しください。

�式ラインの��ボタンからもフロントにお問い

�わせいただけます。

フロントに電�レンジとケトルがございます。

ご⾃由にご利⽤下さい。

チェックアウトの�、�はかけなくても⼤丈夫です。

�と南��、こちらのファイルを持って受付へお�し

ください。

ゴミの�別のご協⼒だけお願いいたします。

その他の�品などはテント内に�いたままで⼤丈夫で

す。

�8:30からチェックアウトまでフロントにて�料で
コーヒー・�茶が�めますのでご⾃由にご利⽤下さ

い。



お⼿洗い・⼿洗い場

����

場内MAP（場内MAP�照 p2）に
��しております。

また右のQRコードを�み�っていただければ
動�での��もご�いただけます。

場�は場内MAPに��しております。
また右のQRコードを�み�っていただければ
動�での��もご�いただけます。

●��温�ゆとろぎ  徒�1� 

料         金 �⼤�700円 �供400円
�業時間�13:00~21:00 平⽇
    ：12:00~21:00 ⼟⽇�
受付�了�20:30
�休⽇     �� ��⽇が�⽇の場�は⽊�⽇
       夏�（7.8⽉）は不�休

●ブルーリッジホテル ⾞で2�

料  金�⼤�1000円 �供500円 
�業時間�15:00~21:00 
受付�了�20:00

Google Maps



場内ルール・��事項

・貴重品はお��ご⾃�での�理をお願いいたします。

 当サイトでの現金・貴重品の�失の責任は負いかねます。

 また�⾞場での事故・盗���に�しましても⼀切の責任を負いません

・テントサイト内での��は禁⽌しております。

 ��をされるお��は煙�の�⾞場をご利⽤下さい。ただし他のお�     

 �のご�惑にならないよう21:00までとしております。

・�の徒�での�動には、お��にご⽤�しておりますランタンをご利   

 ⽤下さい。

・22時��は他のお��のご�惑にならないよう、テント内ではお�かに
 お�ごし下さい

・当��は⾃�の中にある��の為、�やアリ、その他��などが�まるこ

 ともございます。ご理�ください。

・当サイトはペット同�可�でございますが、テント内には�れないでくだ

 さい。

・テント内の冷��、クーラー、�湿�は�動させないでください。

・�を�失された場�は、���⽤として5,000円頂戴いたします。

・��をご利⽤の�は、インナーシュラフをご利⽤下さい。

・テントサイト内でも�煙は禁⽌しております。�煙されるお��は

 指�の�煙�をご利⽤下さい。（場内MAP�照 p2）

・お�りの�はゴミの�別にご協⼒ください。



・テントやタープが�える�れがあります。テントのすぐ�やタープ

 の下で�き�しないでください。

�き�をする�の��事項

・�き�中は�から離れない�にお願いいたします。

・��は禁⽌です。�き��を使⽤して下さい。

・22時��の�き�は禁⽌です。��前には必ず��に消�して下さい。

・使⽤�の�や�はゴミステーションの��て場へお願いいたします。

・�は�売しておりますので、スタッフにお申し付けください。

 （1束 ��900円）
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�式LINEの使い�

1,上�右�QRコードより友���

2,トーク�⾯を開いていただくと上�左�の�⾯が�⽰されます

3,各種ボタン、�⼒�よりご利⽤いただけます

各種ボタン・�⼒�について

・�⼒        → 個別にお問い�わせしたい内�を�⼒してください

・タップして開け閉め → ボタンの�⽰・��⽰の切り替えができます

・���場      → 煙�の燻��品を��で��できます。

・売上げランキング  → 煙�の燻�売上げランキングTOP3を��できます
・Yahoo!ショッピング → 煙�の燻��品をYahoo!ショッピングで��できます

・チェックイン��  → キャンプ場のチェックイン��を��できます

・☎フロント         → LINE電�を使ってフロントへお問い�わせできます。
・各種��      → 料理（メスティンごはんなど）の�理��を動�で

             ��できます

・周���      → キャンプ場周�の��⼀�を��できます。

・温���      → キャンプ場周�の����を��できます。

・モバイルオーダー  → 煙���で���品を、モバイルオーダーから

             購�していただけます。

             受�は、受付までお願いいたします。

煙� �式LINE



NON ALCOHOLIC DRINKS

DRINK MENU

SOFT DRINKS

ALCOHOLIC DRINKS

ご��は、モバイルオーダーまたは受付にて�ります。

いろはす ¥160

⻨茶 ¥160

ノンアルでワインの休⽇ � ¥250

アサヒ⽣ジョッキ� ¥400

キリン ⼀��り ¥400

ハイネケン ¥400

バドワイザー ¥400

グリーンダカラ ¥160

コカコーラ ¥160

リンゴジュース ¥160

ノンアルでワインの休⽇ ⽩ ¥250

売��業時間 8:30~21:00

MORNING FREE COFFEE

8:30~11:00 フロントにてコーヒー・�茶の�料セルフサービスをしており
ます。ご⾃由にご利⽤下さい。（�泊者の���）



RENTAL

レンタル ⼀泊

はぁって�うゲーム ¥200

ご��は、モバイルオーダーまたは受付にて�ります。

ゴブレット・ゴブラーズ ¥500

カタン ¥500トランプ・UNO ¥200

※レンタル品は�に�りがございます

売��業時間 8:30~21:00



 SIDE MENU

メスティンごはん

メスティンで�くごはん (1�) ¥500

売��業時間 8:30~21:00

ご��は、モバイルオーダーまたは受付にて�ります。

�で
も簡
単に

  
 �
けま
す�

１,固形�料に�をつけます
２,�が消えたら（�25�）タオルに�んでひっくり�し
３,15�待てば�成�

下のQRコードを�み�っていただければ
動�での��もご�いただけます。

※メスティンの��は���



 SIDE MENU

メスティンガーリックピラフ

メスティンガーリックピラフ ¥750

売��業時間 8:30~21:00

ご��は、モバイルオーダーまたは受付にて�ります。

�で
も簡
単に

  
 �
けま
す�

１,固形�料に�をつけます
２,�が消えたら（�25�）タオルに�んでひっくり�し
３,15�待てば�成�

下のQRコードを�み�っていただければ
動�での��もご�いただけます。

※メスティンの��は���



 SIDE MENU

神鍋名物！ニジマスの塩焼き

ニジマスの�焼き (1�) ¥500

売��業時間 8:30~21:00

ご��は、モバイルオーダーまたは受付にて�ります。

�で
も簡
単に

  
 焼
けま
す�

１,ニジマスに串を刺します
２,ウェーバーに串を�っ掛けます
３,回�させながらまんべんなく焼きます

下のQRコードを�み�っていただければ
動�での��もご�いただけます。

※金属の串は���



着⽕剤と⽕起こし壺を使⽤する場合

�の�こし�

バーナートーチを使う場合

2,Weberの上に���を�き ↓
3,その上から�せるように�を�
れた��こし壺を�きます。

１,��こし壺の�は上下共に開け
ておきます。（�を閉めれば�消

し壺としてもご利⽤いただけま

す）

4,���に�をつけて�に�がつ
くまで待ちます

5,�に�がつけば、Weberに�を
�して�成�

1,Weberの上に�を�きます。
 �気が�りやすいように

 �み�むと�が付きやすいよ�

2,バーナートーチを��し
 �に�がつくまで

 �み�んだ�の下の�から

 �を当てます

バーナートーチの付け�消し�

��ネジを回し、�い��ボタン

を押せば��します。

���、��ネジを回せば�⼒

の��ができます。

消す時は��ネジを閉めれば消�

できます。

��ネジ

��ボタン



クーラーは

こちらのリモコンを使って

温度��が�来ます。

クーラー・除湿機・冷蔵庫

テント内�品の使い�

�湿�は�らないで下さい →

場�を動かしますと��がこぼれる

�れがありますので、この��から動かさ

ないで下さい。

クーラー

�湿�

冷��

[＋][ー]ボタンで温度��が�来ます
（＋5度�奨）
温度を下げれば冷凍�としても使⽤

�来ますが、お料理をご��のお��は

�材が凍ってしまいますのでご��ください。

右のQRコードを�み�っていただくと
各�品の使い�はが動�でもご�いただけ

ます。



ランタン

テント内�品の使い�

テント内にランタン2つと
ランタンシェード1つ�いてます。
�内・��共にご利⽤いただけます。

お⼿洗いなど�間に�動される�は

こちらのランタンをご利⽤下さい。

こちらのオレンジのボタンを押すと

点灯します。押す回�によって�る

さや�が�わります。時間を�けて

再び押せば消灯します。

ランタンはそのままでもご使⽤でき

ますが、ランタンシェードに左の�

�の�に�きますと、柔らかい�に

なります。ランタンを��すると�

しい時はご利⽤下さい。

右のQRコードを�み�っていただくと
各�品の使い�はが動�でもご�いただけ

ます。



⼩鍋

テント内�品の使い�

黒い�⼿が�り畳まれています。

�げてご利⽤下さい。

お湯を�かして

スープの湯�にご利⽤下さい。

（料理をご��のお��）

湯�をする�、スープのパッケージが

�肌に当たると�が�けてしまいますの

でお気をつけ下さい。

お湯を�かすのにもご利⽤できます。

（フロントに電気ケトルもございます）

右のQRコードを�み�っていただくと
各�品の使い�はが動�でもご�いただけ

ます。



ゴミの�別

当サイトではゴミの�別にご協⼒いただいております。

お�りの�はゴミステーションまでお持ちいただきますようお願いいたし

ます。

ゴミステーションの場�は場内MAPに��して
おります。（P2）
また、右のQRコードを�み�っていただければ
動�での��もご�いただけます。

各テント内にゴミ�をご⽤�しております。

●�えるゴミ

 ゴミ�のまま⼝を�ってゴミステーション内の

 『�えるゴミ』の��のある場�へ�ててください。

●ペットボトル・�・ビン

 ゴミ�から�してゴミステーション内の指�の場�に�ててください。

●使⽤�⽊�・�

 �えきらなかった使⽤�みの�や�はゴミステーション内の指�のドラ    

 ム�に�ててください。�消し壺などを使⽤して�んで下さい。使⽤し    

ていない�や�はそのままで⼤丈夫です。



MENU
BBQ

但⾺まんぷくプラン
中学⽣以上

オリジナルバーガー&スープ
※⼩学⽣以上

ロールパンセット
※⼩学⽣未満

MENU
Morning

煮込みハンバーグ
⼩学⽣

⼋⿅豚ピザ
4歳〜6歳

但⾺⽜�ロース但⾺⽜�ロース



����先

���� 0796-22-6111 （���戸牧 1094）

煙�キャンプヴィレッジ �在地

������⽇��栗栖野60-1

��（��） 119

�� 110

��南��署 0796-24-0110

���消��� ⽇��署 0796-43-2119

���療� 0796-45-0003
0796-45-0088



BBQ前またはBBQ�のウェーバーを使⽤します

スモークウッド２つをアルミ⽫に乗せた状�で

��のスモークウッドに�をつけます。

チャッカマンでも�は�きますが、バーナート

ーチを使⽤すると、より早く��します。

��したスモークウッドをウェーバーの下に�

き、�を��します

�の上に�材を�き、�材の上からアルミ⽫を

�せ、ウェーバーの�をします。

※�気⼝もしっかり閉めてね�
30�ほど燻せば�成�
(お�みで時間を��してみて下さい)
⚠�中で�を開けないでね

�来立てでも�べられますが

��が�れたら、冷��に�れて

2~4時間�、または�⽇に�べるのがおすすめ�

EXPERIENCE

全宿泊者対象！

燻製体験：無料



EXPERIENCE

1⽇3組限定！

コーヒー⾖焙煎体験：500円

売��業時間 8:30~21:00

ご��は、モバイルオーダーまたは受付にて�ります。

1:コーヒー�50gを
 フライパンで

 ��で�めます。

2:�げないように
 ��して

 30��度�めます。
※�体的にコゲ茶�
 にします。

3:��を�えたら
 カスを�り�きます

 アルミ⽫→フライパンへ

 �すときに、

 ⾵で�んで⾏きます。

4:��したコーヒー�を
 ミルを使って粉状にします

5:コーヒー10gに�して
 150ccのお湯で
 コーヒーを�れてください。

※はじめは1��らす

また、��した�は

��に�れてお持ち�り

いただくことが可�です



EXPERIENCE

1⽇1組限定！

ほうじ茶焙煎体験：500円

売��業時間 8:30~21:00

ご��は、モバイルオーダーまたは受付にて�ります。

1:�茶30gを
 専⽤ほうじ�で

 ��で�めます。

2:�げないように
 ��して

 15��度�めます。
※�体的に茶�
 になるまで

5:ほうじ茶葉8gに�して
 300ccのお湯で
 ほうじ茶を�れてください。

※はじめは1��らす

4:すり切りで�8gの
 ほうじ茶葉になります

3:茶葉は左の��のように
 �り�します



15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

ご�在イメージ

ミニシアター

早��気�体�

チェックイン

チェックアウト

燻�・��体�

⼣�開�

��開�

温�♨

��

��



口コミ数 NO.1 を目指します！
   キャンペーン

Instagram

なっぷ

Google�Maps

1つの投稿につき

ドリップパックを
2個プレゼント！

煙神キャンプヴィレッジ
をタグ付けして
投稿してください！

��的な�み�えのある�味しい珈�を�い�めて�りました。

⼀気に⼤量��するのではなく、�量ずつ��する。

�たちはきめ�かく��し、

鮮度を⼀�に保つことを⼤切にしています。

 �々な種�の⽣�と向き�い、
丁寧に�り上げることが珈�の味と⾵味に

��すると知っているからです。

�たちの⽬指しているところは��に

「�味しいと思ってもらえる珈�」を⽬指して��しております。 
お湯の温度、�ぎ�、抽�時間、�の量。

珈�を淹れるとき味に��するたくさんの��はあるとは思いますが、 
珈�は�かな時間を�ごすためにあるもの。

しあわせなため�をつく為にあると�たちは�えています。

但⾺東洋珈琲の

こだわりドリップパック

みなさまからの投稿を
お待ちしております！


