5 ドリンク ¥0 & ６ ナイトBAR
ご夕食時は、
約50種のお飲み物を、
フリードリンクにてご

1000m

堪能いただけます。
蒸溜所のひしめく山梨ならではの、
ウィスキー・ワインの取り揃えも特長です。
もちろん、
生
ビール
（ザ・プレミアム・モルツ）
や日本酒、
ソフトドリン

杜に流れるゆったりとした時間の中、
ごゆっくりお過ごしください。

コーナー”と、広〜いキッズルームをご用意し

ても楽しく滞在いただけますよう、
“おたのしみ
ました。
ジャングルジムや滑り台、
プラレール
など、
のびのびと遊び放題！キッズはもちろん、
家族みんなが笑顔になれる空間です。

ウェルカム
993m

992m
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日には、
テラスでもお召し上がりいただけます。木々や小鳥のさえず

に、女性向けの色浴

りを聴きながらどうぞ。

衣には、4色の帯をご
用意。
連泊の時には、
1
日ごと、別のお色もお
楽しみいただけます。

ンディーに、新たにアイスティーもご提供致します。
そ
の他、8つのお楽しみと癒しを体感いただけるしつらえ
を。温泉でほてったからだを、ほっとひと息、やさしく
クールダウン。

４ 八ヶ岳グリル
レストラン“炙”では、
お肉とお魚のＷメインのフレンチコース

アウトレットへの
“近道”、
あります。
風かの真横から、
アウトレットまで一本
で行ける赤松林の“裏道”がございま
す。歩いて行けるアウトレットで、
お買い
物を楽しまれるお客様もたくさんいらっ
しゃいますよ。

風かでは、
お部屋の空きがあれば、宿泊
当日のご予約も承っております。小淵沢
までは、都心から約2時間。
「 今から泊ま
りに行きたい！」
と思った時には、ぜひお
問い合わせください♪

家族が増えると、
もっと嬉しい。

インのお料理は、
ライブキッチンにて仕上げ、
そのままテーブ

おいしい

ルへお持ちします。
スタンダードは“香”コース。特別な日には

挽きたて珈琲を
ご用意しております♪

最上級“風”コースをご指定ください。

３ くつろぎの客室
新客室の登場で、選べるお部屋タイプが“8”種類になります。茶葉
で焚く和の天然アロマで、
お部屋は優しく素朴な香りに。
お茶菓子
と一緒に、地元で有名なハーブティーでひと息。売店やアウトレッ

U
P

ふう

ザ
「風か」をもっと楽しむ裏ワ

思い立ったら、小淵沢。

１

を一新！ 4色の作務衣

します ！

994m

挽きたて珈琲とドリンクバーを、滞在中にお好きなだけ。
その他、
とっておきのお菓子など、
日替わりでご提供いたします。天気の良い

が味わえます。旬と地産の食材、
そして“できたて”を追求。
メ

３

８色の装い

お風呂あがりのおもてなしは、
おなじみのアイスキャ

館内着を選べるサー
ビスは、
ラインナップ

2018・3月リニューアル

７ 湯あがりに

3

特集

は、
22：30まで楽しめます。

もらえるよ！

１ ウェルカム

ホ] テル風か

挑戦すると、駄菓子が

２ 8 色の装い

八
[ ヶ岳

楽しめる雰囲気。約80種をフリードリンクと、
ほぼ原価

八ヶ岳グリル

２

お洒落ににぎわう夜ふかし処は、
お酒が飲めなくても
で楽しめるプレミアムな銘柄。語らい明かす高原の夜

お子様クイズラリーに

うつろいやすい高原の天気。突然の雨が降っ

995m

夕食の後、21：00からは、
ロビーがバーに変わります。

月か ら は ︑さらにおもて なし が グレー ド

８ みんな笑顔に

４

くつろぎの客室

もちろん、
これらのサービス
（もてなし）
に、追加料金はかかりません。

さらに、
ご滞在を少しでも長くお楽しみいただきたいという想いから、
チェックアウト時間を、
１０：００⇒１１：００に。

997m

996m

1000mまで足りない8m分を、“もてなし”としてご提供しています。

3月のリニューアルを機に、
これまでの
「8つのおもてなし」
は、
「“8”にまつわるおもてなし」
に進化します。

６

ドリンク ¥0

標高992mに立地する
「風か」。

まで美酒に酔いしれるひと時を̶̶。

999m
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1 0 0 0 M の お も て な し ” ̶̶

ができるのも、
フリードリンクならではの嬉しさ。
心ゆく

湯あがりに

998m

̶̶ “

クも豊富。
ティスティングしてからお飲み物を選ぶこと

７

ナイトBAR

Hotel Concept

＞

みんな笑顔に

＜

８

トで買ったワインをすぐにお楽しみいただけるよう、
オープナーもお

全室“茶香炉”を

部屋に置いてございます。100㎡の特別室スイートでは、
お部屋の

ご用意。

檜風呂で温泉が楽しめます。

全室
“ワインオープナー”
完備

都会派ファミリー層や、三世代でも多く
ご利用頂いている風かでは、
お泊りの人
数が増えるほどお得になる料金を設定し
ております。
せっかくのご旅行ですから、
ぜひ“あの人”も一緒に誘ってお越しくだ
さいませ。
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おもてなしはもちろん、施設も改装してリニューアル。

良い日には、杜のぬくもりと、天から降る星に包まれながら時間を忘れて、ゆったりと寛ぎませんか。

最大6名で泊まれる

☆CLUB SAVOR 会員特典☆
「八ヶ岳リゾートアウトレット」のスペシャルクー
ポンを進呈！（セール期間中はノベルティを進呈）

﹁スーペリア 和 洋ルーム﹂

泉質／ナトリウム・塩化物炭酸水素塩泉

満 天の星 空 が ︑

今まで、館内からはガラス越しにご覧頂いておりました夜空ですが、これからは、何にも遮られることなく、
ロビーが星空へとつながります。一歩外に踏み出せば、そこは開放的なウッドデッキスペース。天気の

広々60㎡の空間に、8 畳の和スペースと、セミダブルサイズのベッドが2 台。小さなお子様は、畳の上に布団を敷
いて添い寝すれば、パパ・ママも安心。おじいちゃん・おばあちゃんは、腰にもやさしいベッドでお休み。……そ
んな三世代利用にも最適な、ワンランク上の新客室です。もちろん、カップルで贅沢にご利用頂くのも大歓迎です。

■ご予約・お問合せは…

“1000M のおもてなし”

ます ま す 近 くなる ︒

新設されるテラスと客室、ふたつの魅力をご紹介します！

誕生！

おもてなしについて

そ の 全 容 を 大 公 開！
〝 星 見のテラス〟新 設 ！

新客室について

オールインクルーシブの宿︑風かでは︑“8つ

リニューアル！
ホテル風か 支配 人 並川 雄一郎

新設・テラスについて

のおもてなし”をサービスコンセプトとして

2018.3 月

支配人インタビュー

リニューアルに込めた思いは？

か﹂
ですので︑﹁ご家族で泊まりたくなる﹂
をテー

ファミリーでご利用くださるお客様の多い
﹁風

装だけでなく︑
サービスのさらなる 向 上・進

き ました ︒今 回のリニューアルに際して︑改

近い場 所にあるのですから︑
お越しになるお

マに︑
新しい客室を4室増設することにいたし

化も 目 指しており ます︒お 気 づきの点 等 ご

せっかく標高992メートルという︑星空に

客様に︑
もっと星空を近くに感じて頂きたい︒

ました︒
また︑
今回を機に︑
お部屋は全室禁煙と

今まで︑
ロビーから中庭に出るためには︑
エン

だかなければなりませんでした︒また︑決し

高 原ならではの風を 体 感できる場 所であり

トランスから出て施設をぐるっと回っていた

て客室数が多くないホテルですから︑満室に

ざいましたら︑
どうぞお声かけくださいませ︒

▼

☆CLUB SAVOR 会員特典☆
ちりはまホテルゆ華にご宿泊の会員様に、
羽咋「観光手形」をプレゼント！
（羽咋市内29 施設で優待サービスが受けられます）

けます︒
ご旅行の際には︑
いつも選択肢のひとつ
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泉質／単純弱放射能泉
（弱アルカリ性低張性低温泉）

いたします︒
もちろん︑
喫煙ルームは館内にも設

☆CLUB SAVOR 会員特典☆
会員証の提示で、亀岡市内 3 施設での
提携優待が受けられます！

【温泉プロフィール】
ホテル敷地内から湧出する、自家源泉「は
まなす温泉」をかけ流ししています。色、
濃さ、におい……重厚な温泉につかると、
湯あがり美肌が実感できます。

く︑中庭から満点の星空を眺めることのでき

【温泉プロフィール】
“京都の奥座敷” と呼ばれる、湯の花温泉。「鬼
の涙」が湧き出したという伝説もあり、古くから、
万病の治癒と除災除厄の湯として親しまれてき
た、里山の名湯です。

■ちりはま ホテルゆ華
石川県羽咋市千里浜町タ 1-26
☎ 0767-22-7500

たい︒そんな 思いから ︑屋 根も 窓ガラスもな

■里山の休日 京都・烟河
京都府亀岡市本梅町平松泥ケ渕 1-1
☎ 0771-26-2345

なる度に︑
お断りしなければならないお客様

▼お座敷風呂に入れる施設

に対して心苦しさを感じていました︒
お客様

◎「底冷えしなくて快適になりました。」
◎「今までは足腰に負担を感じていましたが、 その心配がなくなりました。」
◎「子どもが滑って転んでも、 畳だから安心です。」
◎「思わず寝そべってしまいそうになりました （笑）」

ります︒

〜お客様からのお声より〜

従業員一同︑皆さまのお越しをお待ちしてお

before

お客様からのお声が︑風かの大切な宝物です︒

after▼

いただける空間にしたいと考えています︒

は、2つの施設にて体感いただけます。ぜひ一度、お越しになって、お試しください。

今︑大好評です︒

見た目の雰囲気はもちろん、実用性にも優れた畳敷きの大浴場。現在、お宿ねっとで

に入れて頂けるようなホテル施設を目指して︑

ると、新鮮で楽しい！という声を寄せてくださいます。

る環境を設えることにしました︒夏休みの天

「畳の上で身体を洗うなんて……」と違和感を覚えられたお客様も、実際に使ってみ

話題の
ら
か
。
と
っ
けします
お宿ね
届
お
スを
ニュー

に︑
もっと便利で︑快適で︑愛されるホテルに

温泉で濡れても滑りにくく、通気性に優れた特殊な畳を採用していますので、最初は

﹁お座敷風呂﹂
で愉しむ温泉

で、
「畳」をお風呂場に敷いてみることにしました。

心地よい空間を保っていきたいと思います︒

は滑りやすくなり、まれに、転んでしまうお客様がいらっしゃることも事実です。そこ

体観測や︑
カメラ愛好家のお客様にもご満足

大浴場の床は、タイルや石を敷いた施設が一般的です。しかし、特に温泉で濡れた床

したい⁝⁝と常々思い描いていた大改装が︑

●お座敷風呂 とは？

この度︑
ようやく実現できました︒

！
ピ
ト
宿

新 連 載

〒408-0044
山梨県北杜市小淵沢町字上の原3989-1
☎0551-36-6414
https://www.hotel-fuuka.jp

小 淵沢 駅も新しくなっています。
＼駅の屋上には、
山々を望む展望デッキ！／

小淵沢駅⇔ホテル風か間の
無料送迎定期便
ございます！
〇JR「小淵沢」駅より車8分［送迎あり
（要予約）］
〇中央自動車道「小淵沢」ICより約3分
☆新宿⇔風か
直行高速バス運行中！
［片道1,900円〜／要予約］
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[関西]

☆CLUB SAVOR 会員特典☆
会員証の提示で、
各施設の周辺提携施設で
優待サービスが受けられます！

京都・烟河
アピカルイン京都

伊勢エリア

見頃カレンダー

アピカルイン京都
京都・烟河
サンペルラ志摩
熊野倶楽部

上旬

3月
中旬

下旬

上旬

4月
中旬

サンペルラ志摩
下旬

熊野倶楽部

熊野エリア

ここがオススメ！
保津峡の桜

施設から

車 20 分

亀岡の保津橋から、嵐山まで続く渓谷の急
流。
この両岸の岩肌を、春は山桜が美しく彩
ります。
「 嵯峨野トロッコ列車」
に乗ってのん
びりと桜のトンネルをくぐるのも良いですし、
スリル満点の保津川下りで、風を切りながら
のお花見も楽しいですよ。

ここがオススメ！
高野川の桜

施設から

桜くらべ

京都エリア

日光エリア
西日本の施設の中から、春の見どころエリアをピックアップ！
※各地とも、気候等により桜の開花状況は変動致しますので、
お出かけ前にご確認ください。

パノラマイン山中湖
TOTO
フォレスト東富士

見頃カレンダー

強羅 風の音

碧流
風の音
パノラマイン山中湖
TOTO フォレスト東富士

富士・箱根エリア

徒歩 2 分

当館を出てすぐ左手目の前に見える、絶好のロケーション。鴨川へ向かって流れる高野川のほ
とりには、毎年、素敵なソメイヨシノが、春の訪れを祝うように、薄紅色の花を咲かせます。歩い
て散策するのも良いですし、
ご来館前に川沿いを車で北上するだけでも充分満喫できると思
います。京都市内でも有数の眺め。
ぜひご覧ください。

ここがオススメ！
「早川」河川敷の桜

施設から

車 10 分

強羅の坂道を下ると辿り着くのが、箱根屈指の桜の名所“宮城野”。棚上に流れる早川の河川
敷にソメイヨシノが咲き誇る様は、毎年見ても飽きないほど。春の景色も壮観ですが、6月下旬
から7月上旬頃には蛍を見ることもでき、
また別の趣きを感じさせてくれる素敵な川沿いです
よ。
写真提供：箱根強羅観光協会

私がオススメします。

上旬

3月
中旬

下旬

4月
中旬

上旬

ここがオススメ！
鬼怒川温泉護国神 社

施設から

下旬

徒歩 15 分

鬼怒川温泉護国神社・温泉神社で開催される
「鬼怒川温泉夜桜大宴会2018」の夜桜が有
名です！4月6日
（金）〜15日
（日）の18:00〜21:30の間は、境内のソメイヨシノが幻想的なあ
かりで彩られます。7日（土）から15日（日）には、和楽器等演奏や鬼怒川温泉芸妓の踊り、
出店など、
さらに賑わいます。

私がオススメします。

副支配人
清水さん

私がオススメします。

[関東]

3 月・4 月の風物詩といえば、
やはり
「桜」
です。お宿ねっとの東日本・

絹の渓谷 碧流

私がオススメします。

支配人
鎌田さん

女将
高橋さん

支配人

武居さん

見頃は……4 月上旬〜4 月中旬

見頃は……4 月上旬〜4 月中旬
里山の休日 京都・烟河
京都府亀岡市本梅町平松泥ヶ渕 1-1
☎0771-26-2345
〇JR「亀岡駅」からバスで約 20 分【定時送迎便あり】
〇京都縦貫自動車道「亀岡」IC から車で約 10 分

ここがオススメ！
鬼ヶ城 桜の道

見頃は……3 月下旬〜4 月中旬

アピカルイン京都
京都市左京区松ヶ崎小竹薮町 3-3
☎075-722-7711
〇叡山電車「修学院」駅から徒歩 3 分
〇地下鉄「松ヶ崎」駅から徒歩 13 分【送迎あり】

施設から

車 15 分

世界遺産・熊野古道伊勢路と一緒に桜を楽しめる観光ルート。麓から峠へ向かって、約2,000
本の桜が遊歩道を染めます。頂上まで、順番に4種類の桜（寒緋桜、
ソメイヨシノ、
八重桜、
オオシマザクラ）
が次から次へと開花します。大泊IC降りてすぐの立地なので、
チェックイン前、
チェックアウト後、
どちらの散策にも最適ですよ。

ここがオススメ！
志摩市観光農園の芝桜

強羅 風の音
神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1320-526
☎0460-87-6164
〇箱根登山鉄道「強羅」駅から徒歩 8 分

施設から

車 20 分

サンペルラ志摩からは、一味違った桜“芝桜”をご紹介します！
「道の駅伊勢志摩」
の敷地内に
ある志摩市観光農園では、
そのなだらかな斜面に沿うように、色とりどり・7種類の芝桜が、約
6000平方メートルの大地を彩やかに染めます。赤・ピンク・青・白……壮観なグラデーション
は一見の価値がありますよ！

ここがオススメ！
参道の桜並木（富士霊園）

絹の渓谷 碧流
栃木県日光市藤原 19-25
☎0288-77-0818
〇東武「鬼怒川公園」駅より徒歩 5 分

施設から

車7分

ここがオススメ！
河口湖北岸「さくら祭り」

その数、約8,000本。エリアでも別格のダイナミックな桜を目にすることができる、
「日本さくら
名所100選」のひとつにも認定された名所です。公園墓地（霊園）へ続く広大な参道を覆うよ
うに、
ソメイヨシノや富士桜が、坂道に沿って連なります。“桜のトンネル”の形容詞は、実際に
見ると納得できます。

スタッフ
東山さん・村上さん

支配人
高津さん

里創人 熊野倶楽部
三重県熊野市久生屋町 1430
☎0597-88-2045
〇紀勢自動車道「熊野大泊」IC から
車で約 15 分
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見頃は……4 月上旬〜4 月下旬
汐岬の湯 サンペルラ志摩
三重県志摩市磯部町的矢 314
☎0599-57-2130
〇近鉄「志摩磯部」駅より車で約 15 分
〇伊勢自動車道「伊勢西」ICより車で約 50 分

見頃は……4 月中旬
TOTO フォレスト東富士
静岡県御殿場市柴怒田 747-39
☎0550-88-1811
〇JR「御殿場」駅／東名高速道「御殿場」I C から
車 15 〜 20 分

車 30 分

私がオススメします。
マネージャー
矢野さん

支配人
泉田さん

見頃は……3 月中旬〜4 月中旬

施設から

富士五湖の中でも、桜の名所はやはり河
口湖。北岸エリア(河口湖円形ホール湖畔
沿い)を中心に、
「 富士・河口湖さくら祭り」
が開催されます。桜とともに湖、そして富
士山の光景をご一緒に。山中湖周辺は、
例年4月の終わりに見頃が来ます。
シーズ
ンの後にも桜が楽しめる、知る人ぞ知る穴
場ですよ。

私がオススメします。

私がオススメします。
私がオススメします。

見頃は……4 月上旬〜中旬

支配人
土田さん

見頃は……4 月中旬〜4 月下旬
パノラマイン山中湖
山梨県南都留郡山中湖村山中 366-1
☎0555-62-2000
〇富士急「富士山」駅よりバス 30 分
〇東富士五湖道路「山中湖」IC より車 5 分
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喧噪の京都 、
夜は静かに過ごしたい
̶̶ そんな方には。
今や、国内外からの観光客で、ますますにぎわう京都市内。
ハイシーズンは特に、市内各地の名所がごった返します。
昼は喧噪の観光地も良いけれど、夜はゆったり過ごしたい。

お料理

“野菜が美味しかった”。そんな感想を、お泊りになった多くのお客様が寄せ
てくださいます。10 年前から、
『この里山ならではの味わいをお届けしたい！』
そんな思いで始めた自家農園で、「土」と向き合い続けてきました。コンセ
プトは “種まきから始まるお料理”。コースの主役を飾れるほどの、自慢の
野菜たちをぜひお試しください。農園は見学もできます。お皿に彩られたお
野菜がすくすく育つ風景を見てからのお食事は、また格別ですよ。

そんな京都旅行を叶える自然豊かな里山が、ここにはあります。

“石窯” で素材の旨みを高める、シックなダイニング「はなり」と、
ライブキッチンのある明るい里山ダイニング「大地」。2つのレスト
ランで、趣の異なる独自の料理が味わえるのが特長です。
どちらも、
自家農園や地元農家さんのお野菜をふんだんに楽しめますよ。

かわ

自家農園の野菜

チェックアウトの後は、亀岡を拠点にした嵯峨野観光もおすすめ。
烟河ならではの想い出作りのご提案です。

〇京都市内→烟河へのアクセス

車

3

5

電車

4

各地
[ 京都駅 ]

京都縦貫自動車道

[ 亀岡 I C ]

約 10 分

山陰本線（嵯峨野線）約 30 分

[ 京都・烟河 ]
[ 亀岡駅 ]

路線バス 約 20 分《【無料】定期送迎便あり！※ 》

[ 京都・烟河 ]

※JR 亀岡駅北口⇔烟河間の無料シャトルバスを運行しております。
お迎えは 9：30 から 17：30 まで、毎時 30 分に駅を出発します。臨時便として 18：30 も承ります（完全予約制）
お送りは 9：00 から 17：00 まで、毎時 00 分に烟河を出発します。1 名様からご利用頂けますよ！

市内とつながる、ふたつのル ート。亀 岡周辺 観 光といえばここ！
■保津川下り

里山の雰囲気
露天風呂付客室
里山に佇む 10 タイプのお部屋の中でも、一番人気はこち
らのお部屋、保豆山（ほづやま）。ウッドテラスの客室露
天では、天然温泉を、信楽焼の五右衛門風呂で独り占め
できます。

ランチバイキング
できたてアツアツのライブキッチンに、とれたて野
菜と里山料理を好きなだけ楽しめるランチバイキ
ングは、連日大盛況！お泊りの後、そのままお昼
も召し上がるお客様も多くいらっしゃいます。

乗り場は、JR の亀岡駅から歩いて 8 分ほど。そ
こから、京の名勝・嵐山までの約 16km の峡谷を、
2 時間かけて下る船旅がはじまります。春の爽風
に、揺れる水しぶき。深渕と激流ありの大自然
をめいっぱい感じられる季節です。

施設の中庭は、
自然庭園「里山ガーデン」
。
足湯につかりながら、のんびり「ぼ〜っ」
と過ごす時間をどうぞ。夕暮れにはライト
アップが施され、幻想的な夜が始まります。

■嵯峨野トロッコ列車
嵯峨野観光鉄道で行く、嵯峨野〜亀岡間の旅。風光明媚な保津川沿いを、
愛らしくてかっこいい、レトロ電車が結びます。薄紅に色づいた山を駆ける、
7.3 ㎞、約 25 分の旅。この光景もまた、京都の魅力のひとつです。

■ご予約・お問合せは

☆宿泊者特典☆
京都市内からトロッコ列車に乗って亀岡までお越しのご宿泊者には、トロッ
コ亀岡駅へのお迎えサービスもございます。（※14：30 または 16：30 ／
前日までの要予約）

京都府亀岡市本梅町平松泥ヶ渕 1-1

☎

0771- 26 - 2345

https://www.kyoto-keburikawa.jp/
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﹁みやこ の いなか ﹂
は おもしろい︒

1

京都・烟河

に聞
お客様

☆CLUB SAVOR 会員特典☆
会員証の提示で、「保津川下りコースター」
がもらえます！

施設でも
岡市内の 2
その他、亀
れます！
ら
スが受け
優待サービ

[ 料金 ]
[ 料金 ] 大人 620 円／小人 310 円
[ 問 ] 嵯峨野観光鉄道（株）
TEL ／ 075-861-7444

大人 4100 円
小人（4 歳〜小学生）2700 円
[ 問 ] 保津川遊船企業組合
ＴＥＬ／ 0771-22-5846
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