
1．リトリートセンター入所、退所時間 
（日帰り利用） 9：00～16：00 
（宿泊利用） 

 入所時間 13：00より 退所時間 13：00まで 
入所日の宿泊室等の入室時間 14：00 

退所日の宿泊室等の退室時間 10：00 

なお、上記時間を超えるご利用はできますが、利用料が別途必要と
なります。 

2．宿泊利用のプログラム計画にあたって、下記の時間を参考にご計画  
ください。 
起 床 … 7：00 
食 事 …【朝食】8：00 【昼食】12：00 【夕食】18：00 
お風呂 … 16：00～20：00 
就 寝 … 22：00までに 

※２団体以上が並行して当センターをご利用の場合は、プログラム時間の調整を
させていただくことがあります。予めご了承ください。 

3．食事（給食）はセルフサービスです。また食後の食器洗いにご協力ください。 

4．ロッジ並びに宿泊棟（ツインルーム）の宿泊について 

寝具はシーツ等を必ずご使用ください。また、ロッジの寝具の準備・後

片付けはセルフサービスでお願いします。 

5．ゴミについて 
持ち込まれたもので発生したゴミは、生ゴミを除きできるだけお持ち帰
りをお願いしています。生ゴミ用として透明または半透明のゴミ袋をご
持参ください。 

6．喫煙について  施設内やセンター内は禁煙です。 
喫煙は定められた場所のみにてお願いします。受動喫煙防止や火災防止
のため、ご協力をお願いします。   

7．注意事項 
自動販売機はございません。麦茶のサービスをご利用ください。
ジュース等の飲料が必要な方は、各自でご持参ください。   
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   京都YMCAリトリートセンター事務局 

電話： 075（231）4388 

FAX：075（251）0970 

e-mail：ritcen@kyotoymca.org 

京都YMCA 

リトリートセンター 

利用に関してのお願い・注意事項 申込方法 

①申込【電話（075-231-4388）またはYMCA窓口にて】 
どなたでもお気軽にご利用いただくことができます。 

まずは、ご利用希望の日程をお問い合わせください。 

②申込書提出、申込金ご納入 

・申込書等の到着後、必要事項をご記入の上、期限内に事

務局まで届くようお送りください。（FAX可） 

・申込金は利用料金の内金となります。利用料金は「利用

の手引き」をご覧ください。 

・申込金を期限内にお振込みください。 
※詳しくは、送付書類に同封の「利用の手引き」をご覧ください。 

キャンセルについて 

・申込金のご入金後、ご利用をキャンセルされる場合は、下記キャン

セル料が必要となります。 

申込キャンセル    キャンセル料 

ご利用日の14日前まで    申込金の30％ 

      7日前まで          50％ 

      3日前まで        70％ 

      2日前以降 申込金の全額+ 

 お食事申込の場合はその食事代全額 

夏期特別期間（7/1～8/31）について 

並行利用のお願い 

①ロッジ泊は、30名未満でご利用の場合、他の団体と並行してご利用
いただくことになります。予めご了承ください。 

②野外フィールド、野外炊事場（バーベキュースタンド等）は、複数
のグループでご利用いただきますので、ご協力をお願いします。 

①申込み：夏期特別期間（7/1～8/31）は、宿泊利用団体の優先受付期間
です。2月上旬より先着順にお電話またはYMCA窓口に受付さ
せていただきます。詳しくはお問い合わせください。      

②食 事：夏期特別期間（7/1～8/31）は、衛生上の理由で厨房利用（調
理、持ち込まれた食材の保管等）はお断りします。 

     下記のいずれかをご選択ください。 
     ・食事（給食） 
     ・自炊（野外炊事場で調理） 
      ①食材をYMCAが手配するサービスのご利用 
        ※YMCAが食材を発注し、自炊まで保管します。 
      ②食材持ち込みの自炊 

 ※調理及び食材等は各団体の責任で管理してください。 
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お支払い（精算）について 

◇利用料の総額から申込金を差し引いた金額のご請求となります 

◇請求書が到着しましたら、10日以内にお振込みをお願いします。 

 ※振込手数料はご負担ください。 

◇現地でのお支払いをご希望の場合は、申込書にその旨をご記入の

うえ、お釣りの出ないように利用料のご準備をお願いします。 

◇ご請求金額について 

ご利用料とご購入価格の合計に消費税を加算し、ご請求させてい

ただきます。 

ご予約人数より、ご利用人数が10名以上減員となった場合は、

減員人数分のキャンセル料をいただくことがあります。 

ご注意ください。 

ご注意 



一
人
あ
た
り
１
泊 

一
人
あ
た
り
１
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101・102号室 … 最大3名（ベッド2台、エキストラベッド1台） 

201・202号室  … 最大4名（ベッド2台、ロフト2名） 

宿泊利用料 

 ロッジ   
大人（18歳以上）    2,900円（税込3,132円）  

小・中・高生    1,950円（税込2,106円） 

（一人あたり１泊）   幼児（3歳以上）    1,750円（税込1,890円） 

 テント     
大人（18歳以上）    1,000円（税込1,080円） 

小・中・高生       800円（税込864円） 

※YMCAテント使用   幼児（3歳以上）       600円（税込648円） 

 テント   
大人（18歳以上）        800円（税込864円） 

小・中・高生       600円（税込648円） 

※テント持込  幼児（3歳以上）       500円（税込540円） 

１棟（10名まで宿泊）    14,000円（税込15,120円） 
 キャビン   

  追加   1,400円/名（税込1,512円） 

宿
泊
棟  

101号室   1名泊  5,750円/名（税込6,210円） 

バス・トイレ・洗面   2名泊  4,300円/名（税込4,644円） 

  3名泊  3,850円/名（税込4,158円）   

102・201・202号室     1名泊  5,250円/名（税込4,158円） 

シャワー・トイレ・洗面    
2名泊  3,850円/名（税込4,158円） 

3名泊  3,550円/名（税込3,834円） 

※201・202号室のみ 4名泊  3,350円/名（税込3,618円） 

※3歳から小学生…上記料金より400円/名（税込432円）引 

20名以上の団体で、ロッジと並行してご利用の際は、宿泊棟は

以下の料金でご利用いただけます。 

※宿泊棟の各部屋は、高校生以下の方の1名利用はできません。 

※YMCA会員割引がございます。別途お問い合わせをお願いします。 

日帰り入場料 

小・中・高生、大人（18歳以上）  480円/名（税込518円） 

幼児（3歳以上）  300円/名（税込324円） 

※自炊の場合は、別途自炊料100円（税込108円）が必要となります。 

施設利用料 

研修室（ 9：00～12：00）  定員30名 2,900円（税込3,132円） 

研修室（13：00～17：00）  定員30名 3,400円（税込3,672円） 

研修室（18：00～21：30）  定員30名 3,400円（税込3,672円） 

研修室（ 9：00～21：30）  定員30名 6,700円（税込7,236円） 

食堂・ホール（ 9：00～12：00）  定員40名 2,000円（税込2,160円） 

食堂・ホール（13：00～17：00）  定員40名 2,400円（税込2,592円） 

食堂・ホール（18：00～21：30）  定員40名 2,400円（税込2,592円） 

食堂・ホール（ 9：00～21：30）  定員40名 5,750円（税込6,210円） 

宿泊棟 1部屋（ 9：00～12：00）  1,450円（税込1,566円） 

宿泊棟 1部屋（13：00～17：00）  1,950円（税込2,106円） 

宿泊棟 1部屋（18：00～21：30）  1,950円（税込2,106円） 

4,800円（税込5,184円） 宿泊棟 1部屋（ 9：00～21：30）  

ロッジ大 1部屋（ 9：00～12：00）  1,950円（税込2,106円） 

ロッジ大 1部屋（13：00～17：00）  2,400円（税込2,592円） 

ロッジ大 1部屋（18：00～21：30）  2,400円（税込2,592円） 

ロッジ大 1部屋（ 9：00～21：30）  5,800円（税込6,264円） 

ロッジ小 1部屋（ 9：00～12：00）  1,000円（税込1,080円） 

ロッジ小 1部屋（13：00～17：00）  1,250円（税込1,350円） 

ロッジ小 1部屋（18：00～21：30）  1,250円（税込1,350円） 

ロッジ小 1部屋（ 9：00～21：30）  2,900円（税込3,132円） 

キャビン（ 9：00～12：00）  1,450円（税込1,566円） 

キャビン（13：00～17：00）  1,950円（税込2,106円） 

キャビン（18：00～21：30）  1,950円（税込2,106円） 

キャビン（ 9：00～21：30）  4,800円（税込5,184円） 

食事（給食）料金表 

 朝 食   480円（税込518円）  

 昼 食  580円（税込626円） 

 夕 食  幼児（3歳以上） 960円（税込1,036円） 

 夕 食  小学生 1,430円（税込1,544円） 

 夕 食  中学生以上 1,910円（税込2,062円） 

※夕食はバーベキュー（11月～3月は鍋料理）が中心になります。連泊の場

合はメニューが変わります。お問い合わせください。 

※食事（給食）を野外炊事に変更できます。 

 （その場合は自炊料含む） 

 例：カレーの食事（給食）→野外炊事のカレー 

 自炊をされる方は、野外炊事・厨房利用いずれも 

 自炊料が必要です。 

     1食 100円/名（税込108円） 
 ※LPガスや調理器具、食器、かまど等の使用料が含まれます。 

  薪や木炭はご持参いただくか、当センターで購入してください。 

 ※食材料をYMCAが手配するサービスを行っています。 

  ご希望の場合は、お問い合わせください。 

その他の利用料及び販売価格 

カセットコンロ（ガスボンベ付）   1セット1回     300円（税込324円）  

薪ストーブ（薪代別）  半日 480円（税込518円） 

キャンプファイヤー（薪含）   1夜 1,950円（税込2,106円） 

 薪   1束 480円（税込518円）  

３～５人用  3㎏ 580円（税込626円） 
 木炭                      

７～８人用 6㎏ 1,160円（税込1,252円） 

入所時間13：00より 退所時間13：00  

  入所日の宿泊室等の入室時間 14：00 

  退所日の宿泊室等の退室時間 10：00 

利用時間 9：00～16：00 

ミーティングやクラフト、休憩等での 

施設使用 

     夏期特別期間（7/1～8/31）について 

①衛生上の理由から厨房への立入りはお断りします。 

②食事（給食）をお選びいただくか野外炊事をお選びください。 

③野外炊事は、各自の責任で食材を管理し、野外炊事場にて

調理をお願いします。 
 －夏季特別期間の自炊についての注意－ 

・衛生面に十分注意し、野外炊事場にて調理をしてください。 

（厨房での調理は固くお断りします。） 

・持込まれた食材は、各自で適切な管理をしてください。 

・野外炊事場に冷蔵庫はありますが、すべての方の食材等の保管

はできません。必ずクーラーボックス等をご用意ください。 

・多くの方が冷蔵庫を使用できるようご協力をお願いします。 

・調理や食材の管理等については、当センターは一切の責任を負

うことはできません。予めご承知おきください。 

自炊について 

※軍手やバーベキュー網等の販売も行っています。 

 ご希望の場合はお問い合わせをお願いします。 

宿
泊
棟  

101号室   1名泊  5,350円/名（税込5,778円） 

バス・トイレ・洗面   2名泊  3,350円/名（税込3,618円） 

  3名泊  3,150円/名（税込3,402円）   

102・201・202号室     1名泊  5,000円/名（税込5,400円） 

シャワー・トイレ・洗面    
2名泊  3,200円/名（税込3,456円） 

3名泊  3,000円/名（税込3,240円） 

※201・202号室のみ 4名泊  2,900円/名（税込3,132円） 

※3歳から小学生…上記料金より400円/名（税込432円）引 

※２団体以上が並行して当センターをご利用の場合、利用施設の調整をさせていただ
くことがあります。予めご了承ください。 

※宿泊または日帰りで、それぞれの利用時間を超えての施設利用は、別途施設利用料

のお支払いでご利用いただくことができます。ご希望の場合は、予めその旨を申し

出ください。 

送迎バス（有料）の配車について 

バス会社と提携し、利用者を対象とした貸切送迎バス（マイクロバ

ス・大型バス）を運行しています。ご希望の場合は、申込手続き書

類の“バス配車依頼書”にご記入の上、お申し込みください。 

見積をご希望の場合も同様にお願いします。詳しくはお問い合わせ

ください。 

※食事料金は含まれておりません。 


