
山中湖秀山荘 教育旅行概要

フォレストリゾート山中湖秀山荘は教育旅行受入れのための
設備の整った宿泊施設であるとともに、私どもスタッフも
お子様受入れの豊富な経験がございます。
（敷地内でキャンプファイヤーもでき、50名以上の場合全館貸切対応も可能）
富士山の絶景と充実した設備の整った宿泊施設を是非ご利用ください。
思い出深い移動教室となりますよう、スタッフ一同、心より
おもてなしさせていただきます。

山中湖秀山荘 教育旅行概要



山中湖秀山荘 教育旅行概要

【山中湖秀山荘 施設概要】
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【各階平面図】
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【お部屋案内一覧表】
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【お打ち合わせ書】
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【修学旅行用学校団体食事メニュー表(一例)】

［夕食］

お刺身（鮪・忍野サーモン）・ ハンバーグのホイル包み
ポテトグラタン・ミックスフライ＆生野菜

野菜けんちん・ごはん・水菓子 温州みかんプリン

※食物アレルギー等はご相談下さい。除去食又はメニューの変更も致します。
※上記はイメージ写真です。食材仕入れの都合等で変更になる場合もあります。

［朝食］

納豆・味付のり・忍野サーモンマヨ焼き・玉子焼き
ベーコン巻・ポテトサラダ・ほうれん草とじゃこのおひたし

わかめと豆腐の味噌汁・御飯・ヨーグルト
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【アレルギー食品リスト】

脱脂加工大豆　（遺伝子組み換えでない）小麦、食塩、大豆（遺伝子組み換えでない）アルコール　【大豆　小麦】

鶏のから揚げ
片栗粉　【鶏肉 小麦 大豆】

ふりかけ
鮭フレーク（鮭　パーム油　麦芽糖　ばれいしょでん粉　食塩　鮭エキス　酵母エキス） /貝カルシュウム　セルロース　酸化防止剤（ビタミンＥ） 【さけ】

タルタルソース
半固体ドレッシング（食用植物油脂、たまねぎ、ピクルス、醸造酢、卵、砂糖、食塩、シーズニング、乾燥パセリ/増粘多糖類

調味料（アミノ酸）酸味料、香辛料抽出物、香料、（一部に小麦、卵、大豆を含む） 【小麦 卵 大豆】

中濃ソース

ポテトグラタン

献立名 材料名

刺身 まぐろ　忍野サーモン　大根　大葉　【さけ】

醤油 脱脂加工大豆　（遺伝子組み換えでない）小麦、食塩、大豆（遺伝子組み換えでない）アルコール　【大豆　小麦】

夕
　
食

ハンバーグのホイル包み

玉葱　食肉（豚肉・牛肉）　豚脂　つなぎ　（パン粉　卵白）　牛脂　粒状大豆たん白　馬鈴薯でん粉　食塩　香辛料　調味料　（アミノ酸等）　着色料（紅麹　ラック）

(原材料の一部に乳を含む)

バタースプレー　（なたね油　レシチン（大豆由来）　香料（原材料の一部に乳成分を含む））

ミネストローネ（トマト、玉ねぎ、にんじん、ズッキーニ、なす、キャベツ、赤ピーマン、黄ピーマン）砂糖、レンズ豆、コンソメ、食塩、ポークエキス、乳脂肪、香辛料、バター、

全粉乳、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、クエン酸（原材料の一部に大豆、小麦、鶏肉、りんごを含む）

菜園グリルミックス(パプリカ赤・黄　ズッキーニ　なす)　【卵　乳　小麦　豚肉　牛肉　鶏肉　大豆  りんご】

エビフライ
衣（パン粉（小麦を含む）小麦粉　タピオカでん粉　コーンフラワー　食塩　砂糖　卵白粉（卵を含む））

ホワイトソース（小麦粉　全粉乳　ショートニング　たまねぎ　生クリーム　とうもろこし油　食塩　バター　脱脂粉乳　たん白加水分解物　バターオイル　

たん白加水分解物調製品　香辛料　/増粘剤　（加工デンプン）　調味料（アミノ酸等）　メタリン酸　Ｎａ　香料　（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

えび、/加工でん粉　増粘剤（グアーガム）　調味料（アミノ酸等）　乳化剤　リン酸塩（Na）【小麦　卵　えび　乳】

クリームコロッケ

とうもろこし（アメリカ）牛乳　小麦粉　ショートニング　乳等を主要原料とする食品（バター　植物油脂　その他）食塩　砂糖　香辛料

衣[パン粉、フライミックス粉（小麦粉　コーンフラワー）粉末状植物たん白、油脂加工品（植物油脂、コーンシロップ）] /加工デンプン、乳化剤香料

（一部に小麦、乳成分、大豆を含む）【小麦 乳 大豆】

健美鶏もも 醤油 (脱脂加工大豆　（遺伝子組み換えでない）小麦、食塩、大豆（遺伝子組み換えでない）アルコール)

温州みかんプリン

牛乳 果糖ぶどう糖液糖 加糖練乳 みかん果肉 砂糖 ヘスベリジナーゼ 酸味料（クエン酸） 原料水 乳等を主要原料とする良品 植物油脂 乳製品 粉あめ 乳化剤

 ㏗調整剤  香料 安定剤（増粘多糖類）濃縮みかん果汁 

濃縮りんご果汁 ゲル化剤（増粘多糖類）カラギナン ローカストビンーガム  リン酸二水素ナトリウム  グリセリン脂肪酸エステル 食品素材（ぶどう糖）カロプビーンガム

食品素材（乳糖）㏗調整剤（クエン酸Ｎａ） オレンジ  ホイップ　【乳 大豆 オレンジ　りんご】

野菜果実（トマト　りんご　人参　たまねぎ）　醸造酢　砂糖類（砂糖　ぶどう糖加糖液糖）食塩　澱粉　たん白加水分解物（大豆を含む）

香辛料/　増粘剤（加工澱粉）　カラメル色素 【大豆 りんご】

野菜けんちん

混合野菜（だいこん　里いも　玉ねぎ　人参　ごぼう）  油揚げ　こんにゃく　干し椎茸

野菜マカロニ　（強力小麦粉　デュラム小麦のセモリナ）

朝
　
食

大豆 (遺伝子組み換えでない)　納豆菌　たれ（しょうゆ　植物性たん白加水分解物　砂糖混合ぶどう糖果糖液糖　果糖ぶどう糖液糖　醸造酢　食塩

味付海苔
乾のり　(国内産)　　味付のり調味液（砂糖　みりん　たまりしょうゆ　こいくちしょうゆ　食塩　水あめ　米発酵調味料　混合厚削り節（さば節　むろあじ節）

だし（干えび　昆布）、その他）/　調味料（アミノ酸等　）　甘味料（カンゾウ）香辛料抽出物　（一部に小麦・えび・さば・大豆　を含む）　【小麦　えび　大豆　さば】

塩　コショウ　じゃがいも　　ミックスチーズ（ナチュラルチーズ　食用植物油　乳たん白　でん粉　食塩　チーズパウダー　加工でん粉　セルロース　リン酸　Ｎａ　

パセリ　Ｐｈ調整剤　増粘多糖類　調味料（アミノ酸）　着色料（カロテン）　【乳　小麦　大豆】

香辛料抽出物（一部に卵 大豆を含む） 【大豆　さけ】

鶏卵　砂糖　食塩　醤油　かつおぶしエキス　醸造酢　みりん　かつおぶし　/加工でん粉　グリシン　pH調整剤　

風味調味料（かつお）　食塩　砂糖類（砂糖　乳糖）風味原料（かつおぶし粉末　かつおエキス） 酵母エキス/調味料（アミノ酸等）（一部に乳製品を含む）

ポテトサラダ
ばれいしょ　人参　玉ねぎ　ドレッシング（食用植物油脂　鶏卵　醸造酢　砂糖　食塩　乳たんぱく）

砂糖　香辛料　グリシン　酢酸Ｎａ　調味料（アミノ酸等）　増粘多糖類　香辛料抽出物 　ミニトマト　【小麦 卵 乳 さけ 大豆】

ほうれん草とじゃこの
おひたし

ごはん 白米

増粘剤（カラギナン）発色剤（亜硝酸Ｎａ）着色料（コチニール ラック）原材料の一部に乳成分を含む 【卵　大豆　豚肉】
ベーコン巻き

米味噌1　大豆（遺伝子組み換えでない）米　食塩　酒精　米味噌2　大豆（国産）　米（国産）食塩（国産）酒精　【乳　小麦　大豆】

醤油

増粘多糖類（一部に卵・小麦・大豆を含む） 【卵・小麦・大豆】

フルーツヨーグルト
フルーツカクテルシラップづけ（ライト）　果実（黄桃　梨　パインアップル　ぶどう　さくらんぼ　）砂糖　/酸味料　酸化防止剤　（ビタミンＣ）　着色料（赤色3号）

ヨーグルト　（生乳　乳製品）　【もも 乳】

忍野サーモンマヨ焼き
忍野サーモン　マヨネーズ（食用植物油脂　菜種油　大豆油　コーン油　パーム油）　糖類（水あめ　ぶどう糖）卵黄　醸造酢　食塩/調味料（アミノ酸）

豆腐　（丸大豆　凝固剤（塩化マグネシウム）消泡剤　）わかめ

風味調味料（かつお）　食塩　砂糖類（砂糖　乳糖）風味原料（かつおぶし粉末　かつおエキス） 酵母エキス/調味料（アミノ酸等）（一部に乳製品を含む）

米味噌1　大豆（遺伝子組み換えでない）米　食塩　酒精　米味噌2　大豆（国産）　米（国産）食塩（国産）酒精　【乳 小麦 大豆】

グリーンアスパラガス　ベーコン（豚肉バラ肉　糖類（ぶどう糖　水あめ）食塩　植物性たん白　ガセインＮａ　リン酸 塩（Ｎａ）　調味料（アミノ酸）　酸化防止剤（ビタミンＣ）

調味顆粒（ぶどう糖　食塩　とうもろこしでん粉　砂糖　鮭パウダー　鮭エキス　酵母エキス　昆布粉　デキストリン　抹茶（校内製造）　海苔　　

ごはん 白米

豆腐とわかめの味噌汁

納豆
みりん　かつおエキス　砂糖　調味料（アミノ酸等）（水）） 【大豆　小麦】

ほうれん草　ちりめんじゃこ　人参　椎茸　油揚げ　　つゆ（食塩　砂糖　しょうゆ（本醸造）（小麦・大豆を含む）アミノ酸液（大豆を含む）

濃縮だし（煮干し　昆布　かつおぶし　干し椎茸） 魚介エキス　粗削かつおぶし/調味料（アミノ酸等） 酸味料） 【小麦 大豆】

玉子焼き
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【レストラン座席表】
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【生活指導サポートマニュアル】

○敷ふとん(三つ折り)…巻き込むように2回折る ⇒ 部屋の隅っこへ

数えやすいように、折り目を手前にして重ねてください。

○掛ふとん(四つ折り)…たて、横に2回折る ⇒ 部屋の隅っこへ

○毛布(八つ折り)…たて、横に3回折る ⇒ 敷ふとんの上へ重ねる

○まくら ⇒ 毛布の上に2段に重ねる

▼ふとんの片づけ方
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【所轄官庁・医療機関リスト】

【所轄官庁]

・富士吉田警察署

■電話番号／0555-22-0110

■所在地／〒403-0012 富士吉田市旭1-5-1

・富士五湖消防本部

■電話番号／0555-22-0119

■所在地／〒403-8599 富士吉田市下吉田6-2-6

・富士東部保健所

■電話番号／0555-24-9032

■所在地／富士吉田市上吉田1-2-5（〒403-0005）

【緊急・夜間対応期間]

・富士・東部地域 小児救急医療センター（富士吉田市）

＊中学生以下の生徒はこちらが夜間救急対応先となります。

■対応時間

平日／20:00～24:00

土曜日／15:00～24:00

休日／9:00～24:00

■所要時間／車で約25分

■電話番号／0555-24-9977

・富士吉田市立病院（富士吉田市）

■所要時間／車で約20分

■電話番号／0555-22-4111

・山梨赤十字病院（河口湖町）

■所要時間／車で約30分

■電話番号／0555-72-2222

【山中湖村医療機関】

・平野診療所（内科・外科・小児科）

■対応時間

月・火・水・木・金／9：00～12：00、13：30～17：00

※（土・日・祝日休診）

■所要時間／車で5～10分

■電話番号／0555-65-8229

【忍野村医療機関】

・あまの診療所（内科・小児科）

■対応時間

月・火・水・木・金／9：00～12：00、15：00～18：00

※（水：午後・土：午後・日・祝日 休診）

■所要時間／車で15分

■電話番号／0555-84-8383

※富士五湖地域の

夜間救急対応をしています。
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【モデルコース案】

1日目

2日目

ホテル　⇒　富士山世界遺産センター　⇒　

　　富士ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ　⇒　富士山五合目　⇒　山梨県環境科学研究所　⇒　学校

【周辺の見どころ】

●氷穴・風穴　　　

　天然記念物に指定されている溶岩流が流れ下って出来た洞窟です。真夏でも氷柱が見られます。　

●河口湖畔　　

　シッコゴ公園・大石公園等、富士山を眺めながら湖畔を散策出来ます。

●忍野八海　　　

　富士山の雪解け水が湧き出て出来た8つの池。天然記念物であり、名水百選にも選ばれています。

●湧水の里水族館   

　森の中にある淡水魚の水族館です。

●富士山世界遺産センター

　富士山の歴史・自然を学べるセンターです。

●富士山スバルライン　　

　料金所から終点五合目迄約25kmの有料道路。五合目の標高は2305ｍ。奥庭の散策も出来ます。

●富士山五合目　　

　眼下に絶景が広がるスバルラインの終点。簡易郵便局からはがきの投函も出来ます。

●山梨県環境科学研究所　　

　自然環境学習やネイチャーゲーム等が出来る山梨県営の施設です。

【その他の見所】

●河口湖フィールドセンター　　

　クラフト体験等が出来る施設です。

●山中湖畔　　

　山中湖畔から見る富士山は大きく見えて、迫力があります。

●秀山荘館内　　

　中庭ではｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰが出来ます。3階展望室からは雄大な富士山を楽しめます。　　

学校　⇒　　氷穴・風穴　　⇒　河口湖畔　⇒　忍野八海　⇒　湧水の里水族館　⇒　ホテル
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【キャンセルについて】

不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 20日前 30日前

14名まで 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15～30名まで 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

31名～100名まで 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0%

101名以上 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 10%

（注）1.  ％は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 　

2.  契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、１日分(初日)の違約金を収受します。

3.  団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)

　における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

契約解除の通知を受けた日

契

約

申

込

人

数

お取消し等については、下記の表のキャンセル料を頂戴いたします

学生・生徒さんたちがより良い思い出・学びの1ページを作れるよう
心を込めておもてなしさせていただきます。


