夏のおすすめ情報
保養所システム
オアシスチケット

法人会員の皆様へ

上がる季節がやってきた！
盛り

セラヴィリゾート泉郷

リゾートで過ごすわくわくな夏 2022

ホテルや周辺観光地の楽しいイベントをご紹介します。

素泊まり4,000円〜、1泊2食付7,500円〜
八ヶ岳

ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原

富士見高原リゾート

清里

清里高原ホテル

サンメドウズ清里

オールシーズン楽しめる天空のリゾート
には、
ビューポイントがいっぱい！夏は富
士見高原リゾート内「花の里」のゲレ
ンデ一面に咲き誇るマリーゴールドや
160品種もの宿根草が咲くガーデン
が見ものです。自動運転の「天空カー
ト」
を使えば、気軽に標高1,420mの
雲上まで登ることができ、感動の大パ
ノラマを楽しむことができます。
【営業期間】
花の里／プレオープン 6月〜7月15日、
本オープン 7月16日〜9月末
（予定）
天空カート／〜11月末
（予定）

清里テラス

清里エリアで最も標高の高い場所に
位 置するサンメドウズ 清 里 。標 高
1,900mに達する山頂エリアにある
「清里テラス」
では、富士山や野辺山
高原を眼下に望む景色が楽しめます。
パノラマリフトに乗って空中散歩を楽し
んだら、頂上の絶景テラスカフェで開
放感を味わうひと時を。

【営業期間】
4月29日〜5月8日、
5月28日〜11月6日
【営業時間】
9：30〜16：00 ※時期により変動します。

【営業時間】
9：30〜16：00

【休業日】
営業期間中は無休

【休園日】
花の里／不定休

【リフト料金】
平日／中学生以上 1,800円、
小学生 1,200円、
3歳以上 1,000円

天空カート／夏季繁忙期以外は火・木曜日 ※詳しくは公式HPをご確認ください。
【場所】
長野県諏訪郡富士見町境12067
（施設から車で約12分）

土日／中学生以上 2,000円、
小学生 1,400円、
3歳以上 1,200円
【場所】
山梨県北杜市大泉町西井出8240-1
（施設から車で約3分）

お問い合わせ TEL：0266-66-2121

お問い合わせ TEL：0551-48-4111

公式サイト https://fujimikogen-resort.jp/

公式サイト https://www.sunmeadows.co.jp/green/

蓼科

ホテルアンビエント蓼科

安曇野

宿泊者限定☆大自然を満喫♪『チェアリング体験』

ホテルアンビエント安曇野

安曇野ワイナリー

心地よい高原の夏、爽やかな空気を
感じながらゆっくりと女神湖周辺でリ
ゾートを楽しむ事ができる
「チェアリン
グ」
を体験してみてはいかがでしょう
か？白樺に囲まれたホテルの敷地内
にイスを置き、本を読んだり、野鳥を観
察したりすることができます。美しい湖
景を見ながらのんびりとした時間を過
ごすことできます。
チェアリングとは、
「お気に入りの場所に折り畳みイスを置いて、
自然の中で自由な時間を過

安曇野の大地で栽培されたブドウを、
醸し、貯蔵する営みを見学できるワイ
ナリー。広がるブドウ畑を吹き抜ける風
や土の匂い、太陽の光の力強さに直
に触れることで、
この地で醸されるワイ
ンの魅力を存分に感じることができま
す。施設内には試飲カウンターやショッ
プの他に、飲むヨーグルト工場も併設
されています。
大地の一滴を醸すワイナリー、安曇野ワイナリーでは自社畑でブドウの栽培をしています。

ごす」
アウトドアイベントです。ホテルアンビエント蓼科ではこの
「チェアリング」用の折り畳み

安曇野ワイナリーの土地は、山に囲まれ水はけと日当たりがよく寒暖の差が大きい、
ブドウ

イスの貸出サービスをおこなっております。

づくりには非常に適した土地です。

【チェア貸し出し
（数量限定）
】

【営業時間】
夏期／10：00〜17：00

・貸出：アウトドア用イス

【定休日】
年末年始

・料金：無料
（宿泊者限定）

【場所】
長野県安曇野市三郷小倉6687-5
（施設から車で約20分）

・受付：
フロントまでお問い合わせください。
（TEL:0267-55-7711）
※イスの数には限りがございます。予めご了承くださいませ。

お問い合わせ TEL：0263-77-7700
公式サイト https://www.ch-azumino.com/

鳥羽

鳥羽

ホテル アルティア鳥羽

鳥羽わんわんパラダイスホテル

2022年ガーデンプールのご案内

志摩地中海村
インスタ映え写真が撮れることで話題
のスポット。宿泊リゾート施設ですが、
宿泊客以外も日中は入場することが
できます。白壁の建物が立ち並ぶ異国
ムードたっぷりのストリートを歩けば、
日
本にいながら地中海のリゾート気分が
味わえます。

毎年大人気のホテル アルティア鳥
羽のガーデンプール。2022年夏の営
業期間が決定いたしました。
鳥 羽 湾の絶 景を背 景に、ガーデン
プールでリゾートの夏のひと時を満喫
ください。

【営業期間】
7月23日〜8月31日

【入村時間】
10：00〜17：00
（最終受付16：30）

【営業時間】
9：00〜17：00

【入村料】
中学生以上 500円、
小学生以下無料、
ペット
（1匹）
500円

18：00〜20：00
（※ナイトプール）

【場所】
三重県志摩市浜島町迫子2619-1
（施設から車で約40分）

※ナイトプールは8月6日〜8月21日の

お問い合わせ TEL：0599-52-1336

期間限定営業いたします。

公式サイト https://www.puebloamigo.jp/

伊豆高原

浜名湖

伊豆高原わんわんパラダイス

伊豆高原カフェ・スビアコ

浜名湖わんわんパラダイスホテル

浜名湖ガーデンパーク

モザイクタイルでオリジナル雑貨や、
銀
ねんどでシルバーアクセサリーの製作
ができる体験施設です。わんちゃんも
入場可能で、
体験の中にはわんちゃん
の食事テーブル作りなどもあります。予
約制なので予約をしてからお出かけく
ださい。

浜名湖畔の美しい自然と開放感あふ
れる景観の中に誕生した静岡県内7
番目の都市公園。公園のシンボルとも
いえる高さ50ｍの展望台をはじめ、色
彩豊かな
「花の美術館」、
園内の水路
を運 行する「 遊 覧 船クルーズ 」など
様々な施設があります。

【営業時間】
10：30〜19：00頃 ※体験工房は予約制です。

【開園時間】
8：30〜17：00 ※夏期
（7月・8月）
は8：30〜18：00

【料金】
体験により異なります。

【休園日】
年末年始
（12月29日〜1月3日） ※「花の美術館」
は毎週火曜日午後閉園

【定休日】
不定休

【入園料】
無料

【場所】
静岡県伊東市猪戸1-9-20-101オプティックマンション1階
（施設から車で約40分）

【場所】
静岡県浜松市西区村櫛町5475-1
（施設から車で約15分）

お問い合わせ TEL：090-1824-6189

お問い合わせTEL：053-488-1500

公式サイト http://www.cafe-subiaco.com/

公式サイト https://www.hamanako-gardenpark.jp/

わんちゃん同伴のルール：わんちゃんは、
キャリーケース又はエチケットパンツでお部屋に入

わんちゃん同伴のルール：
リード
（３ｍ以内）
をつないだ状態であれば、
屋内施設及び立ち入り

れます。

禁止区域を除き、
わんちゃんを伴っての入園が可能です。

セラヴィリゾート泉郷のバイキング&BBQ

1泊2食付7,500円〜

たくさん食べたい！和食も洋食も楽しみたい！贅
沢なリクエストにお応えしたセラヴィリゾート泉
郷のバイキング&BBQ!ご家族で一緒に楽し
める人気の期間限定プランです。
●八ヶ岳＝BBQ、
コテージテラスBBQ
●蓼科＝バイキング、
BBQ
●安曇野＝バイキング、
コテージテラスBBQ
●鳥羽＝ガーデンBBQ
詳しくはホームページをご覧ください。
※掲載の宿泊料金は大人1名様／消費税込・サービス料込、
入湯料
（税）
別、
愛犬宿泊料別の料金となります。※画像はイメージです。※掲載の内容は2022年7月現在の内容です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。

弊社では衛生管理の徹底と3密を回避する環境をつくり、お客様が安心してご滞在いただけるサービスのご提供に取り組んで参ります。詳しくは弊社HPをご覧ください。

▼夏の特設サイトもございます。詳しくは法人会員様専用ホームページをご覧ください。▼
ご予約・お問い合せは
保養所システム
ご契約団体の方々は

受付時間／10：00〜18：00
（月〜土曜日）
セラヴィリゾート泉郷 予約センター 日曜
・祝日・12/29〜1/3は休業となります。

Tel.050-5846-1234

法人会員様専用ホームページ
http://hoyojo.izumigo.co.jp/

泉郷法人会員

検索

オアシスチケット
ご利用の方々は

Tel.050-5846-1236

インターネット予約の際は初回のみご利用者登録が必要となります。

※一部導入されていない団体様もございますので詳しくは団体様の窓口でご確認ください。

