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星野リゾート
リゾナーレ八ヶ岳

大学生協限定企画大学生協限定企画

ちょっとだけラグジュアリー

『新しい』に出会う旅
常夏ビーチではしゃいじゃう

雪景色の冬旅と夏色プール
初心者も安心の課外授業『ワインの学校』

ワインリゾートでワインデビュー

2018-2019
WINTER

11,000円～14,000円
（4名 1室ご利用） （2名 1室ご利用）

日～金曜宿泊・1泊夕朝食ビュッフェ付・お一人様料金
1泊朝食付プラン、
2連泊割引もあります



4名まで泊まれる35㎡～ 70平米の広い客室。テラスのついたお部屋もあり、爽やかな目覚めが待っています。
ラグジュアリーな部屋でゆったりとした滞在をお楽しみください。（※写真のお部屋は一例です）

広々とした客室

①屋内プール「イルマーレ」フリーパス
　チェックイン前チェックアウト後も利用可能！
②スキー、スノーボード、ウェア、小物無料レンタル
③スキー場送迎無料（富士見高原スキー場、富士見パノラマ
スキー場）

④宿泊者限定「ワインの学校」参加可

おしゃれなカフェやお店が並ぶホテルの中心ピー
マン通り。今年の冬はスノーリゾートタウンに薪
ストーブカフェが登場。

ピーマン通り
全長 50 メートルの波の出るプール。1年中常夏リ
ゾート気分を楽しめます。

屋内プール「イルマーレ」

大学生協限定特別料金　（宿泊日：11月6日～3月20日 日～金泊限定 ※設定日内除外日あり）

樹々に囲まれた温浴施設。露天風呂は湯あみ着を着
用する混浴のお風呂。グループみんなで楽しめます。

もくもく湯

日本のワインを一口テイスティングから体験でき
て、お部屋にも好きな量をお持ち帰り可能。（有料）

Yatsugatake Wine house
ゆったり過ごせる Books&Café には、つい手に取り
たくなる本が並びます。

Books&Café
八ヶ岳の自然を楽しむアクティビティがいっぱい、
館内にはスケートリンクも。

八ヶ岳アクティビティセンター

リ ゾート案内

ワインとも合うおしゃれな料理が約 60 種
類以上並ぶグリル＆ビュッフェレストラ
ン「YYgrill」のメインのグリル料理は各
自が好きなものを選べるスタイル。
こだわりの南部鉄器の器で焼かれたお肉
やお魚はボリューム満点。

メインのグリル料理が付いた
充実のディナービュッフェ

嬉しい無料特典

スタッフメモ
◎手仕舞日＝10日前
◎申込書＝リゾナーレ八ヶ岳にFAX（03-6368-9216）
◎サービス業務メニュー＝4:旅行在庫商品行程登録から在庫引落

※料金はすべて税込金額です。大学生協旅行カウンターにてお申し込
みください。

※2泊以上プランはリネンの交換などを行わないエコ清掃となります。
※ご夕食は19：30以降となります。ご到着時にご予約のお時間をお伝
えいたします。

※お部屋タイプはお選びいただけません。特別料金のため客室数に限
りがあります。

※朝食（～9：30LO）はランチに無料で変更可能（差額返金なし）
※チェックイン時間15：00、チェックアウト時間正午12：00
※設定除外日：11/7-11,15-18,22-23,12/22-31,1/1-4,13-24,2/3,8-11
※上記無料特典②・③の適応は、スノーサービス提供期間12月15日から。

1泊プラン（1名1泊あたりの料金）

夕朝食
ビュッフェ付

朝食
ビュッフェ付

夕朝食
ビュッフェ付

朝食
ビュッフェ付

14,000円2名1室
ご利用時

2名1室
ご利用時8,500円 13,000円 7,500円

13,000円3名1室
ご利用時

3名1室
ご利用時7,500円 12,000円 6,500円

11,000円4名1室
ご利用時

4名1室
ご利用時6,500円 10,500円 5,500円

2泊以上プラン（1名1泊あたりの料金）

見逃し禁止ポイント！



2
～旅の効能～

リゾナーレ八ヶ岳の旅のおすすめ

モデルプラン
MODEL PLAN

15：00

16：00

17：00

19：30

21：00

広いお部屋にチェックイン

ワインの学校でワインデビュー

常夏プールでフォトジェニックな写真を

おしゃれなレストランでグリル料理とビュッフェの夕食を楽しむ

ワインハウスで購入したワインでお部屋で夜通し女子会

AM到着後無料レンタルでスキーへ

  9：00  
11：00

森の中の露天風呂『もくもく湯』
薪ストーブカフェでおしゃれなスキレットスイーツを
食べたり、ピーマン通りでショッピング
チェックアウトのあとも、Books&Café で
まったり読書タイム

朝食をランチに無料で変えられるので朝寝坊しても安心
のんびりできる 12時チェックアウト

Day 1

Day 2

“One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” ‒ Henry Miller   

どの電車に乗っていこう？旅に持って行く本は
どれにしよう？
滞在に合わせた洋服のコーディネートは？
そんな旅を考えている時間は、VR では体験で
きない貴重なワクワクを感じられるのがリアル
の旅のおもしろさ。  

目的地に着くまでの時間も旅 3
ゆったりした同じ毎日も確かに楽しい。でも、
旅に出ると知らないもの、知らない人といっぱ
い出会うこと、初体験がいっぱいの赤ちゃん
みたいな状態に。
そんな赤ちゃんの心を取り戻
して日常に帰ってくると、毎
日見ていたものですら新しく
感じる。それが旅の一番大き
な効能かも。

旅で刺激される好奇心は
日常をもっと楽しく

旅の目的地は場所ではなく、物事の新しい見え方である ― ヘンリー・ミラー

土地や気候の条件、葡萄の品種、そしてなにより
“作り手” によって味が決まるワイン。
例えば、ワインの生産地で、丹精込めてワイン
を作る生産者の言葉を直接聞くのは旅をしない
とできないこと。その体験は、一生ワインと、
そして他のお酒との付き合い方を上手にしてく
れるかもしれない。

ワインが大好きな若いスタッフが、ワインの基礎や豆知識、楽しみ方などを
教えてくれる無料講座。社会人になっても役立つ知識を学べます。
※20歳以下のお客様もご参加いただけますが、ワインの提供は 20 歳以上のお客様のみとなります。

テイスティングをして、気にいったワインをお部屋に持ち帰るかわい
いデザインのVINO BOX。お部屋でわいわい、ワイン片手に夜通しおしゃ
べりを楽しんで。

1その土地に行かないと
会えない人がいる

ワインの学校 VINO BOX

ワインデビューを応援！

毎日無料開催

『ワインの学校』



星野リゾート
リゾナーレ八ヶ岳
星野リゾート

リゾナーレ八ヶ岳
2 つの         で手軽にスノーデビュー無料

1嬉しいポイント嬉嬉しい嬉嬉し

手軽

1ント
2嬉しいポイント嬉嬉しい嬉嬉し 22ント

ギアもウェアも
小物もレンタル

無 料
スキー場
送　迎

無 料

●バス所要時間：20分
●スキー可、レストラン有
●コース数：2
●リフト・ゴンドラ数：4リフト

当パンフレット掲載の宿泊プランは手配旅行商品であり、参加される組合員とは手配旅行契約を締
結することになります。契約の内容・条件は下記の旅行条件および当会「旅行業約款（手配旅行約款）」
によります。
1. 旅行のお申し込み
当会所定の申込書に必要事項を記入し、所定の申込金（原則として10%以上）を添えて、取扱生協
店舗にてお申し込みください。申込金は、利用代金及び取消料の一部として取り扱います。

2. 旅行契約の成立
旅行契約は取扱生協店舗が第1項の申込金を受領したときに成立するものとします。

3. 旅行代金のお支払い
(1) 利用代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14

日前に当たる日の前までにお申込店舗へお支払いください。
(2) 支払いが完了されますと、お申込店舗にて予約内容を確認できる書面をお渡しします。宿

泊施設へのチェックインの際にはこの書面（原本）が必要ですので、必ずご持参ください。
4. 取消の手続きと取消料
(1) 人数の変更・取消が生じましたら、お申込店舗へ至急ご連絡ください。
(2) 取消料（取消は、初日の宿泊に対して以下の率でキャンセル料を申し受けます。）

5. 免責事項
次の場合、当会はその賠償の責任を負うものではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②
運送、宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅
行の中止③日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制、または伝染病による隔離
④自由行動中の事故⑤食中毒⑥盗難⑦運送機関の遅延、輸送機関の不通又はこれらによっ
て生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

●バス所要時間：40分
●スキー、スノーボード可、レストラン有
●コース数：7
●リフト・ゴンドラ数：6リフト・1ゴンドラ

スキー場情報　以下スキー場へはホテルから無料の送迎バスがあります

宿泊プランご利用にあたって
6. 保険加入のすすめ
旅行中の万一の事故に備えて、国内旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。（詳しくはお
申込店舗にお尋ねください。）

7. 個人情報の取り扱いについて
お申し込みの際の情報は、ご本人との連絡、生協からの案内に利用させていただきます。また宿泊先
のサービスの手配に利用します。
■個人情報保護方針　https://www.univ.coop/etc/etc_9.html
（こちらの個人情報保護ポリシーをご覧ください。）

不泊 当日取消

100% 無料

前日～3日前 4日前以前取消を受けた日
（宿泊日の前日から
起算して）

お申し込み、お問い合わせは下記、大学生協旅行カウンターへ

富士見高原スキー場 富士見パノラマリゾート

リゾナーレ八ヶ岳アクティビティセンターで
1日券（引換券）を購入するとお得です！

リゾナーレ八ヶ岳への行き方
電車でお越しの場合
JR小淵沢駅からは無料の送迎バスあり！（予約不要）

東京

新宿駅
JR中央本線特急
（約120分）

名古屋 大阪

名古屋駅

塩尻駅

小淵沢駅

JR中央本線特急
（約120分）

JR中央本線特急
（約40分）

送迎バス（約5分）

JR東海道新幹線
（約60分）

富士見高原スキー場
通常1日券 3,400円⇒3,000円

富士見パノラマリゾート
通常1日券 4,700円⇒3,700円

お得なスキーリフト券

リゾナーレ八ヶ岳

無料送迎バス時刻表はこちらスキーシャトル・無料レンタル
12 月 15 日～ 3 月 31 日


