
白樺リゾート 池の平ホテル
アクティブなファミリーにおすすめ。
遊ぶも食べるもすべてを満たす
全天候型リゾートです。

●総客室：247室●IN15:00●OUT10:00●アクセス：諏訪南ICより約35分
●泉質：単純泉(弱アルカリ性低調整低温泉)
●食事条件：１泊２食　〈夕〉和洋中70種バイキング/レストラン
　〈朝〉和洋30種バイキング/レストラン
●送迎：茅野駅～ホテル間の定時送迎あり
　4/13・14のみ茅野市運動公園～ホテル間の定時送迎あり

おとな こどもA こどもB
和洋室2～4名様1室/
和洋室(禁煙)2～4名様1室
和み(禁煙・最上階タタミモダン）2～4名様1室

■旅行代金・おひとり：円

白樺湖畔の宿  君待荘
四季の移ろいを感じる湖畔の温泉宿！
全室白樺湖向きで眺望◎
旬の食材を使った山郷料理と天然温泉が
魅力です。観光の拠点に最適♪

●総客室：14室●IN15:00●OUT10:00
●アクセス：諏訪南ICより車で約30分/諏訪ICより車で約40分
●泉質：アルカリ性単純温泉●食事条件：１泊２食
　〈夕〉和食/レストラン 〈朝〉バイキング/レストラン●送迎：なし
※朝食は人数により和定食になる場合がございます
※チェックインは18:00迄に、お済ませ下さい
※お部屋にお風呂はありません

白樺湖
Lake Shirakaba

池の平白樺高原ホテル
蓼科山の山容や蓼科牧場が望め
アクティブ＆スローな
リゾートライフを満喫できます。

●総客室：84室●IN15:00●OUT10:00
●アクセス：JR茅野駅よりバスにて約60分
●泉質：単純泉(池の平温泉を運搬利用)
●食事条件：１泊２食　〈夕〉バイキング/レストラン〈朝〉バイキング/レストラン
※食事は和会席になる場合がございます
●送迎：茅野駅～ホテル間の定時送迎あり
　4/13・14のみ茅野市運動公園～ホテル間の定時送迎あり
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9,000

7,200
7,300

6,300
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洋室（ダブルベッドルーム）

おとな
2名様1室 2名様1室3名様1室 4名様1室 4名様1室 4名様1室3名様1室 3名様1室2名様1室

こどもA(小学生) こどもB(4歳以上の未就学児)

洋室（アジアンツインルーム）
洋室（4ベッドルーム）
幼児施設使用料(3歳以下)：2,160円
お部屋にお風呂はございません。無料貸切露天風呂がございます。
おとな1名＋こども1名で1室ご利用の場合、こども代金適用OK

白樺湖
Lake Shirakaba

スカイパークホテル
最高のロケーションに心遊ばせる
優雅なリゾートホテルです。

●総客室：72室●IN15:00●OUT11:00
●アクセス：諏訪ICより車で約45分、茅野駅より路線バスにて約60分
●食事条件：１泊２食
　〈夕〉バイキング/レストラン 〈朝〉バイキング/レストラン
●送迎：車山高原バス停～ホテル間の送迎対応可
　4/13・14のみ茅野市運動公園～ホテル間の定時送迎あり

車　山
Kurunayama

サンシャインロッジ
眼下に白樺湖！
天空に近い大パノラマの開放的な
ロケーション！
信州一の「ビーナスライン」の拠点に。
標高1,600m 空と山の眺めを満喫
できます。

●総客室：10室●IN15:00●OUT10:00●アクセス：諏訪ICより車で約40分
●食事条件：１泊２食　〈夕〉洋食/レストラン 〈朝〉洋食/レストラン
●送迎：白樺湖バス停～宿泊施設間の送迎対応可

10,100

こどもAおとな こどもB

蓼科壱番館
蓼科壱番館はラリーチャレンジに
参加する方も、応援する方にも車の
祭典を、とっておきの思い出にして
頂くようにバックアップいたします。

●総客室：８室●IN15:00●OUT10:00
●アクセス：諏訪南ICより車で約40分 /佐久ICより車で約90分
●食事条件：１泊２食
　〈夕〉洋食/ダイニング 〈朝〉洋食/ダイニング ●送迎：なし

蓼科
Tateshina

ゲストハウス クロイツェル
信州八ヶ岳山麓にある別荘地「東急
リゾートタウン蓼科」内にある全 7
室の宿。小川のせせらぎ、リス、野鳥
に囲まれながら、当館自慢のパイシ
チュー、旬の食材を使ったオーナー
手作り料理を、ぜひご賞味ください。

●総客室：７室●IN15:00●OUT10:00
●アクセス：諏訪ICより約30分
●食事条件：１泊２食　〈夕〉洋食/レストラン〈朝〉洋食/レストラン
●送迎：茅野駅より東急無料送迎バスあり

蓼科
Tateshina

ペンション  サリュ
サリュSalut!はフランス語で「ヤァ」
といった軽い挨拶。
ファミリーをはじめどなたでも
大歓迎の宿です。

●総客室：10室●IN15:00●OUT10:00
●アクセス：諏訪ICより車で約50分
●食事条件：１泊２食　〈夕〉洋食/レストラン 〈朝〉洋食/レストラン
●送迎：なし

プチホテル  花南
和風創作料理の味と、
ビーフシチューは最高！
夕食後のジャズの弾き語りも大好評！

●総客室：12室●IN15:00●OUT10:00●アクセス：諏訪ICより車で約50分
●食事条件：１泊２食　〈夕〉和風創作/レストラン 〈朝〉和食/レストラン●送迎：なし
※夕食後にテネシーワルツなど30～40分間のプロのジャズシンガーが歌うジャズの
　弾き語り

6,700
5,700

1名様1室
2名様1室おとな・こども(3歳以上)　　　　　　洋室(ツイン)

9,000 7,300 6,400 6,100
8,600 6,900 6,100

6,9008,600

12,300 11,300 10,300 7,800 7,100 5,600 5,100和室（8畳・禁煙）

おとな
2名様1室 3名様1室 4名様1室 4名様1室 4名様1室3名様1室 3名様1室

こどもA こどもB

湖畔の温泉宿   蓼科
北八ヶ岳 蓼科湖畔の蓼科天然温
泉と岩盤浴も楽しめ、朝食には焼き
立てクロワッサンが楽しめる、B＆B
の宿です。

●総客室：14室●IN15:00●OUT10:00
●アクセス：JR茅野駅より路線バスにて約30分。蓼科湖前下車徒歩3分
●泉質：ナトリウム炭酸水素源泉
●食事条件：1泊朝食　〈朝〉クロワッサン含めパン他/レストラン
●送迎：なし

蓼科
Tateshina

ピラタス2
標高1,700m の大自然に囲まれた
立地。リーズナブルな価格でお手
軽にご宿泊。飲食物の持ち込み
OK。食事時間やメニューにしばら
れない自由な旅を。

●総客室：6室●IN15:00●OUT10:00
●アクセス：中央道諏訪南IC・諏訪ICより約30分●食事条件：なし
●送迎：茅野駅～宿泊施設間の送迎対応可（人数、時間は応相談）
※貸切風呂無料

蓼科
Tateshina

5,600おとな・こども

ホテル尖石
八ヶ岳の麓にある素泊まり専用
の宿。市営温泉施設の無料入浴
券付です。

●総客室：５室●IN15：00●OUT10:00
●アクセス：JR茅野駅よりバスで20分、諏訪ICよりお車で15分
●食事条件：なし
●送迎：茅野駅～ホテル間の送迎対応可（人数、時間は応相談）
※チェックインは22時迄にお済ませ下さい

メルヘン街道沿い
R299

宿泊特典

宿泊特典

夕食時ワンドリンク付
夕食時ワンドリンク付、
女性の方にラベンダーサシェ付

館内利用券おひとり様500円分付、
夕食時アルコール・ソフトドリンク
飲み放題付
(セルフサービスとなります)

※写真はすべてイメージです

白樺湖
Lake Shirakaba

白樺湖
Lake Shirakaba

車　山
Kurunayama

車　山
Kurunayama

4/13宿泊外観 外観

外観
テラス

外観 外観 外観

外観

外観
外観

外観
洋室（一例）

こどもA(7歳～12歳)、こどもB(3～6歳)となります
こどもA(7歳～12歳)、こどもB(3～6歳)となります

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

※こどもＡ(7～12歳)、こどもB(4～6歳)となります。
おとな1名＋こども1名で1室ご利用の場合、こども代金適用OK

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊
■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

和室(禁煙)2名様1室
洋室(ツイン・禁煙)2名様1室
和室(禁煙)3～5名様1室
洋室(メゾネット・禁煙)3～5名様1室
和洋室(禁煙)3～6名様1室

9,100 8,100

9,100 8,200 7,300

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

施設使用料(0～3歳)：1,000円
おとな1名＋こども1名で1室ご利用の場合、こども代金適用OK(和室・ツインのみ)
※各お部屋にお風呂・トイレはございません。24時間入浴可の浴場あり。

未就学児：無料お子さまプレート付き
おとな1名＋こども1名で1室ご利用の場合、こども代金適用OK

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

9,900
2名様1室 3名様1室 4名様1室 5～6名様1室

洋室(ツインルーム)

洋室(トリプルルーム)

洋室(メゾネットルーム)

9,900
7,000 5,000

11,100 9,900
幼児施設使用料(1～6歳)：1,800円
おとな1名＋こども1名で1室ご利用の場合、こども代金適用OK

幼児施設使用料：1,980円
おとな1名＋こども1名で1室ご利用の場合、こども代金適用OK(ツインのみ)
※ツインルーム・トリプルルームはお部屋にお風呂はありません。
和室はお風呂・トイレなしとなります。24時間使用可能な貸切風呂あり

4,400
メゾネットルーム(洋室・禁煙)5～6名様1室
メゾネットルーム(和洋室・禁煙)5～6名様1室

洋室(ツインルーム・禁煙)2名様1室
ファミリールーム(洋室・禁煙)3～4名様1室
ファミリールーム(和洋室・禁煙)3～4名様1室

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

幼児施設使用料(0～6歳)：1,500円
※各お部屋にお風呂・トイレはございません。

洋室(ツインルーム・禁煙)2～3名様1室
和室(禁煙・8畳)2～3名様1室

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

宿泊特典

ラリー看板の缶バッジ
お一人様3個付

宿泊特典

宿泊特典

ステッカー付
宿泊特典

宿泊特典

室内プール利用券付

宿泊特典
夕食時ワンドリンク付
(メニュー適合外あり)

宿泊特典

湯あみ着貸出サービス
宿泊特典

おとな・こども

露天風呂大浴場 駐車場
P

露天風呂 温泉大浴場 駐車場
P

温泉大浴場 駐車場
P

露天風呂 温泉大浴場 駐車場
P

露天風呂 駐車場
P

駐車場
P

駐車場
P

駐車場
P

温泉大浴場 駐車場
P

駐車場
P

駐車場
P

駐車場
P

13,300

18,700

9,200

13,000

6,600

9,300

おとな こどもA こどもB
洋室(ツインルーム・禁煙)2名様1室
和室(禁煙・8畳)3～4名様1室
洋室(トリプルルーム・禁煙)2～3名様1室

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

10,000 8,100 6,100

おとな こどもA こどもB
洋室(禁煙)2～4名様1室

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

10,900 7,700 5,500

おとな こどもA こどもB
洋室(2名様)
和室(3～6名様)

10,900
10,900

7,700 5,500

おとな こども
洋室(ツインルーム・禁煙)2名様1室
洋室(コネクティングルーム・禁煙)3～4名様1室

9,100 7,100

■旅行代金・おひとり：円4/13宿泊

こどもA こどもBおとな

缶ビール又は
ペットボトル飲料１本をご用意


