
ご利用者の皆様へ 

ユーレストジャパン㈱那須甲子店 

 

お食事のキャンセル・変更について 

 

  日頃よりなすかしの森レストランをご利用いただき誠にありがとうございます。 

  令和３年度より、食堂レストラン及び販売品等のキャンセル料と食数等の変更について、表のとおり 

まとめさせていただきました。 

  お食事のキャンセル・変更をされる場合は、ご注意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

●利用または食事等のキャンセルについて 

キャンセル 

料率 

７日前 17 時まで 
7 日前 17 時過ぎ 

～４日前 
３日前～１日前 入所初日 

無料 30％ 50％ 100％ 

なお、全キャンセルが対象であり、食数変更や日程短縮（例：2 泊 3 日→1 泊 2 日）、 

日程変更（例：7/15～16⇒8/15～16）は、キャンセル料の徴収対象となりません。 

ただし、大幅な人数および食数変更（20 名および 20 食以上減らす場合）については、上述の表に準じます。 

 

●野外炊事メニュー・お弁当・ジュース・おやつ等のキャンセルについて 

キャンセル 

料率 

4 日前 3 日前 2 日前 1 日前 入所初日 

無料 30％ 50％ 80％ 100％ 

 

●食数等の変更について 

食数の変更については以下の表をご確認の上、速やかにご連絡ください。 

20 食以上減る場合は「利用または食事等のキャンセルについて」のキャンセル料に準じます。 

区分 朝食 昼食 夕食 

食堂食 

（1 日目） 
- 当日の 9 時まで 当日の 13 時 30 分まで 

食堂食 

（2 日目以降） 
前日の 19 時まで 当日の 9 時まで 当日の 13 時 30 分まで 

おにぎり弁当 受取日 2 日前の正午 12 時まで 

その他の弁当 受取日前日の正午 12 時まで 

野外炊事メニュー 実施日の 4 日前まで 

 

●以下の場合におきましては、キャンセル料をご負担いただく必要はございません。 

（1）ご利用者様のお住いの地域において、緊急事態宣言やまん延防止措置が入所初日の１週間前を経過した後に 

発令された場合。 

（2）「天災」や「施設の受入停止」をはじめとした不可抗力によるキャンセルの場合。 

     ※なお、新型コロナウイルス感染症に起因するキャンセルは、上述(1)の例を除き、ご負担いただきます。 

本件に関するお問合せ先： 国立那須甲子青少年自然の家 0248-36-2331  

 ユーレストジャパン那須甲子店 0248-36-2531 



 

1/2 

 

令和３年４月１日 

国立那須甲子青少年自然の家 

 

【お知らせ】「利用の手引き」記載内容の変更について 

 

メニューの改定について  

■１１ページ 

２．食費・教材費 

 （２）弁当 

 【取引終了】弁当メニュー 

品番 種 類 取引終了日 

Ｂ11 パン弁当A 令和３年３月３１日まで 

Ｂ12 パン弁当B 令和３年３月３１日まで 

 

■１２ページ 

  （３）炊事セット   

【取扱終了】炊事メニュー 

品番 献 立 名 取扱終了日 

Ａ31 もちつき 令和３年３月３１日まで 
Ａ32 そば打ち 令和３年３月３１日まで 
Ａ38 パンセット 令和３年３月３１日まで 

 

■１４ページ 

  （６）教材 

  【取引終了】教材 

品番 献立名 取扱終了日 

Ｙ12 カラーペイント 令和３年３月３１日まで 
Ｔ21 竹とんぼ 令和３年３月３１日まで 
Ｔ23 竹はし 令和３年３月３１日まで 

 

施設利用に関する訂正について 

 ■２ページ 

  ５．利用までの流れ 

  （２）利用当日までの流れ 

項 目 訂正前 訂正後 

提出書類 ●利用団体申込書 

●活動プログラム 

●食事・シーツ・教材等注文書 

●利用申込書 

●活動行程表 

●食事・教材等注文書 

  

■３ページ 1行目 

訂正前 訂正後 

・Ｐ２に記載の申込書類は、当施設ホームペー

ジ（トップページメニューバー「ダウンロード」

→「利用申込に必要な書類」）よりダウンロー

ドできます。 

・Ｐ２に記載の申込書類は、当施設ホームページ

（トップページメニューバー「ご利用」→「必要

書類」）よりダウンロードできます。 
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 ■１５ページ 

３.食数等の変更とキャンセルの手続き 表と但し書き 

訂正前 訂正後 

パン弁当 受取日の４日前まで 削除 

※変更の連絡は、あらかじめ提出した「食事・

シーツ・教材等注文書」を訂正したものを、、、 

※変更の連絡は、あらかじめ提出した「食事・

教材等注文書」を訂正したものを、、、 

 

 ■２５ページ 

１.活動プログラム 

（１）登山・ハイキング 

訂正前 訂正後 

甲子山登山 削除 

那須連山縦走登山 削除 

奥甲子ハイキング 削除 

 ■２６ページ 

  （３）調理・炊事活動 

訂正前 訂正後 

ピザ・パン作り 

ドラム缶窯を使ってピ

ザやパンを焼くことが

できます。 
ピザ作り 

ドラム缶窯を使ってピザを

焼くことができます。 

もちつき 削除 

そば・うどん打

ち 

手打ちのそば・うどん

を作ることができま

す。 

うどん打ち 

手打ちのうどんを作ること

ができます。 

 

  （４）創作活動 

訂正前 訂正後 

竹はし 削除 

紙すき・紙作り 削除 

 

（５）ゲーム・レクリエーション活動 

訂正前 訂正後 

なすかしの森オリエンテーリング なすかしの森オリエンテーリング（屋外） 

室内オリエン

テーリング 

室内で行うオリエン

テーリングです。 

宇宙文字オリエン

テーリング 

宇宙文字を使用し

た室内オリエンテ

ーリングです。 

ビジュアルオリエンテーリング なすかしの森オリエンテーリング（屋内） 

 ■２７ページ 

（６）歴史・文化活動 

訂正前 訂正後 

白河歴史探検ウォークラリー 削除 

 

２.特定研修活動実施経費（講師料金） 

（１）活動プログラム上、ご紹介できる講師は下記の表のとおりです。 

訂正前 訂正後 

そば・うどん打ち 
そば・うどんの実習

指導を行います。 
うどん打ち 

うどんの実習指導を行います。 

※利用の手引き変更等施設利用に関する情報は、ホームページに掲載しています。https://nasukashi.niye.go.jp/ 



事 務 連 絡

令 和 元 年 １ ２  月 １ 日

利用団体 各位

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立那須甲子青少年自然の家所長
津 久 井 賢

食堂利用における食事料金の改定について（お知らせ）

日ごろより当所の事業運営につきまして御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて標記につきましては、これまでも諸経費の削減をはじめ価格の維持に努力してまいり

ましたが、年々の食材費・人件費の上昇により現行価格のままでは食堂運営を維持するこ

とが非常に厳しい状況になっております。安全かつ健全な食堂運営を維持するため、下
記のとおり食堂利用における食事料金を改定いたします。

利用される皆様の活動がより充実したものになるよう職員一同尽力して参りますので、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

記

１．対象及び価格

旧価格 新価格

朝食 昼食 夕食

小学生 ４５０円 ５２０円 ６６０円

中学生以上 ４６０円 ５３０円 ６８０円

〔３食合計〕 旧価格

朝食 昼食 夕食

➡ ４８０円 ５６０円 ６９０円

４９０円 ５７０円 ７１０円

新価格

小学生 １，６３０円 ➡ １，７３０円

中学生以上 １，６７０円 ➡ １，７７０円

※未就学児料金の改定はありません。

２．価格改定の実施時期

令和２年１２月１日（火）利用分より

以上








