
ﾎﾟｰﾙ ﾍﾟｸﾞ ﾛｰﾌﾟ
ﾃﾝﾄ □□□小 本 本 本 料理器具 □□□ ﾄﾝｸﾞ
ﾃﾝﾄ □□□大 本 本 本 料理器具 □□□包丁
ﾀｰﾌﾟ □□□ ﾛｯｼﾞ型 本 本 本 料理器具 □□□ ﾅｲﾌ
ﾀｰﾌﾟ □□□ ﾍｷｻ 本 本 本 料理器具 □□□まな板
ﾀｰﾌﾟ □□□ ﾄﾞｰﾑ 本 本 本 料理器具 □□□鍋

料理器具 □□□ ﾌﾗｲﾊﾟﾝ
料理器具 □□□飯ごう

その他 □□□ ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 枚 料理器具 □□□ しゃもじ
その他 □□□ ｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ 枚 料理器具 □□□ ﾌﾗｲ返し
その他 □□□ ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾗｿﾙ 枚 料理器具 □□□おたま
その他 □□□ ﾋﾟｸﾆｯｸｼｰﾄ 枚 料理器具 □□□缶切り・栓抜き

料理器具 □□□ ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ
設営ｷｯﾄ □□□ ﾊﾝﾏｰ 料理器具 □□□ ｻﾗﾝﾗｯﾌﾟ
設営ｷｯﾄ □□□ ﾛｰﾌﾟ 料理器具 □□□ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ
設営ｷｯﾄ □□□ ﾍﾟｸﾞ
設営ｷｯﾄ □□□ ﾛｰﾌﾟ自在 冷蔵庫 □□□ ｸｰﾗｰﾎﾞｯｸｽ

冷蔵庫 □□□ ｿﾌﾄｸｰﾗｰﾊﾞｯｸ

敷き物 □□□ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｰﾄ
敷き物 □□□ ﾄﾞｰﾑ内敷き 娯楽 □□□ ﾋﾞﾃﾞｵ・ｶﾒﾗ
敷き物 □□□銀ﾏｯﾄ 娯楽 □□□ ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ

娯楽 □□□ ﾗｼﾞｵ
ｲﾝﾃﾘｱ □□□ ﾁｪｱ 脚 娯楽 □□□ ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ
ｲﾝﾃﾘｱ □□□ ﾃｰﾌﾞﾙ　小 娯楽 □□□天体望遠鏡
ｲﾝﾃﾘｱ □□□ ﾃｰﾌﾞﾙ　中 娯楽 □□□双眼鏡

娯楽 □□□ ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ
娯楽 □□□ ｼｬﾎﾞﾝ玉

燃料 □□□ ﾎﾜｲﾄｶﾞｿﾘﾝ 娯楽 □□□ ﾃﾆｽ
燃料 □□□木炭 娯楽 □□□ ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ
燃料 □□□ ｶｾｯﾄﾎﾞﾝﾍﾞ 娯楽 □□□お絵かきｾｯﾄ
燃料 □□□ろうそく 娯楽 □□□花火
燃料 □□□薪
燃料 □□□乾電池 健康 □□□竹ふみ

炊事 □□□ ﾂｰﾊﾞｰﾅｰ 光源 □□□ ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ 単3電池2本

炊事 □□□ ｽﾀﾝﾄﾞ(ﾂｰﾊﾞｰﾅｰ用) 光源 □□□懐中電灯 単1電池6本

炊事 □□□ ｶｾｯﾄｺﾝﾛ 光源 □□□蛍光灯ﾗﾝﾀﾝ 単1電池6本

炊事 □□□ BBQｺﾝﾛ 焚き火兼用 光源 □□□ ﾗﾝﾀﾝ ﾏﾝﾄﾙ

炊事 □□□卓上BBQｺﾝﾛ
炊事 □□□七輪 洗濯 □□□洗濯ﾊﾞｻﾐ
炊事 □□□炭ﾊﾞｻﾐ 洗濯 □□□ ﾊﾝｶﾞｰ
炊事 □□□ ｱﾐ洗い(金属ﾀﾜｼ) 大・小 洗濯 □□□干し物ﾈｯﾄ
炊事 □□□ うちわ
炊事 □□□着火剤 牛乳ﾊﾟｯｸ 寝具 □□□枕
炊事 □□□ ﾁｬｯｶﾏﾝ ﾏｯﾁ 寝具 □□□ ｼｭﾗﾌ
炊事 □□□折畳ﾊﾞｹﾂ 寝具 □□□掛け布団
炊事 □□□食器用洗剤 寝具 □□□毛布
炊事 □□□ ｽﾎﾟﾝｼﾞ 寝具 □□□ ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ
炊事 □□□ ｱﾐ洗い(金属ﾀﾜｼ)
炊事 □□□鍋敷き 冷房 □□□小型扇風機
炊事 □□□ ｻﾗﾀﾞ油 冷房 □□□扇子
炊事 □□□水ﾀﾝｸ　(大) 暖房 □□□携帯ｶｲﾛ
炊事 □□□水ﾀﾝｸ　(小) 暖房 □□□湯ﾀﾝﾎﾟ
炊事 □□□水ﾀﾝｸ 暖房 □□□ こたつ
炊事 □□□水ﾀﾝｸ台
炊事 □□□ ｺﾞﾐ袋(ｺﾝﾋﾞﾆ袋) 衛生用品 □□□ ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ
炊事 □□□黒ｺﾞﾐ袋 衛生用品 □□□ ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
炊事 □□□透明ﾅｲﾛﾝ袋 衛生用品 □□□おしりナップ
炊事 □□□ ｺﾞﾐ袋ｽﾀﾝﾄﾞ 衛生用品 □□□除菌ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ

衛生用品 □□□ ﾐﾆまるちゃん
食器 □□□紙ｺｯﾌﾟ 衛生用品 □□□耳そうじ
食器 □□□紙皿 衛生用品 □□□綿棒
食器 □□□ ｱﾙﾐ皿 衛生用品 □□□爪切り
食器 □□□割り箸 衛生用品 □□□ とげ抜き
食器 □□□ ｽﾌﾟｰﾝ

掃除用品 □□□布巾
調味料 □□□醤油 掃除用品 □□□雑巾 ﾃﾝﾄ掃除用

調味料 □□□ ｿｰｽ 掃除用品 □□□ほうき ﾃﾝﾄ内掃除用

調味料 □□□味塩・岩塩 掃除用品 □□□布団たたき
調味料 □□□ ﾚﾓﾝ汁 掃除用品 □□□養生ﾃｰﾌﾟ
調味料 □□□ ｺｼｮｳ 掃除用品 □□□ ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ
調味料 □□□焼き肉のたれ 掃除用品 □□□軍手・皮手袋
調味料 □□□ ｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
調味料 □□□ ﾏﾖﾈｰｽﾞ 雨用具 □□□簡易ｶｯﾊﾟ
調味料 □□□ ｼﾞｬﾑ・ﾊﾞﾀｰ 雨用具 □□□傘

雨用具 □□□長靴



洗面用具 □□□石鹸
洗面用具 □□□ ｼｬﾝﾌﾟｰ
洗面用具 □□□ ﾀｵﾙ
洗面用具 □□□歯磨き・歯ﾌﾞﾗｼ
洗面用具 □□□ ｶﾐｿﾘ

薬 □□□ ﾊﾞﾝﾄﾞｴｲﾄﾞ
薬 □□□ ﾑﾋ（虫さされ)
薬 □□□虫除けｽﾌﾟﾚｰ
薬 □□□目薬
薬 □□□薬

日焼対策 □□□ UVｶｯﾄ
日焼対策 □□□ ｻﾝﾊﾞｲｻﾞｰ
日焼対策 □□□帽子
日焼対策 □□□ ｻﾝｸﾞﾗｽ

その他 □□□ ｷｬﾘｱｶｰ
その他 □□□ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ
その他 □□□草履・靴
その他 □□□空気入れ
その他 □□□蚊取線香
その他 □□□古新聞
その他 □□□燃やす物(いらない物)


