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◆当ホテルの新型コロナウィルス
感染症感染拡大防止対策について

※２０２３年1月現在（新型コロナウィルスの状況で変更となる場合がございます）

■スタッフ対応
・手洗い・うがい・マスクの着用
・定期検温・健康チェックを実施
・お客様との距離を意識した接客

■換気対応
・定期的な館内（料飲エリア）の換気
・定期的な館内共用部分の換気
・客室ご利用前後の換気

■客室対応
・備品を都度、除菌清掃

■お風呂場（大浴場）対応
・浴場内備品の除菌清掃
・浴場・脱衣場の混雑状況の管理と分散化

■緊急時対応
・事前に他のお客様と区分して待機する部屋等を決めている
・保健所等に速やかに連絡できる体制を整えている

■除菌対応
・定期的な館内（料飲エリア）の除菌清掃
・定期的な館内共有部分の除菌清掃
・客室の除菌清掃
・客室スリッパの除菌清掃

■チックイン・チェックアウト対応
・お客様同士の距離を意識した整列・誘導
・フロントにアクリル板設置等で飛沫予防

■食事対応
・提供・配膳方法を工夫（個別配膳等）
・体調不良のお客様の入場制限
・レストランの利用人数制限
・密を避けた会場レイアウト・配席

■宿泊者へのお願い
・来館時の検温・消毒のお願い
・手洗い・うがいのお願い
・客室の外でのマスク着用のお願い
・チェックイン時の体調チェックのお願い

■アルコール消毒液の設置
・エントランス・フロントカウンター
・各食事会場・キッズコーナー
・パブリックスペーストイレ
・各エレベーターホール・大浴場

■その他対応
・「やまなしグリーンゾーン」認証済み



① ゆったり机に1名掛けで最大112名の会議が可能！

② 直径2m円卓にゆったり5名掛けで最大150名の夕食が可能！

◆密を避けたレイアウトのご案内
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※通常10名～8名 ※ゆったり5名

※通常2名 ※ゆったり1名

※お問合せ頂けましたら、より詳細なレイアウトを作成させて頂きます。



◆ゆったり会場定員表 ※密を避けたレイアウトの場合

● セミナーテーブル（1,500×700）に1名掛けの際の定員です。（通常は2名）

● 円卓（直径2,000）に5名掛けの際の定員です。（通常は8~10名）

● 参考レイアウト別紙ご参照下さい。

● その他のレイアウトに関しましては、ご相談下さい。
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会場名 広さ（㎡） スクール ロの字 コの字 円卓食事

ロイヤルホール 774 112 － － 150

グランドホール 266 40 30 25 50

仙丈 101 18 16 13 15

間ノ 81 18 16 13 15

農鳥 81 18 16 13 15

鳳凰 73 12 14 11 10

オリオン 112 20 18 14 20

ペガサス 68 12 12 9 10

シリウス 84 16 16 13 15

カシオペア 68 12 12 9 10
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参考レイアウト（円卓形式） ※密を避けたレイアウトの場合
【ロイヤルホール・グランドホール】
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ご参考お食事メニュー（小学生）

【ご朝食メニュー】

カフェテリア形式

サラダ

ソーセージ

ベーコン

オムレツ

焼鮭

焼売

肉団子甘酢掛け

納豆

焼海苔

白御飯

味噌汁

漬物

パン バター・ジャム各種

カットフルーツ2種

＊納豆・焼海苔はお好みで

＊白御飯・味噌汁・パンはお替り自由

【ご夕食メニュー】

カフェテリア形式

サラダ

サーモンマリネ

ハンバーグ デミグラスソース

チキンステーキ トマトソース

鶏唐揚げ

フライドポテト

海老フライ タルタルソース

焼そば

白御飯

コーンスープ

ビーフカレー

ケーキ

杏仁豆腐

＊白御飯・コーンスープ

・ビーフカレーはお替り自由

※５０名様以下の場合は個食にてご対応となります。（夕食：洋食or中華 朝食：和食）
詳細はお問い合わせ下さい。

※お食事時にポリ手袋の無料配布
いたしますので、着用をお願い申し
上げます。
※料理内容等都合により変更にな
る場合がございます。

※2024年度以降のメニューに関しましては、お問合せ下さい。
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ご参考お食事メニュー（中学生以上）

【ご夕食メニュー】

カフェテリア形式

サラダ

造り3種盛り

（鮪/甲斐サーモン/赤海老/あしらい一式）

ハンバーグ デミグラスソース

チキンステーキ トマトソース

鶏唐揚げ

フライドポテト

海老フライ タルタルソース

焼そば

白御飯

コーンスープ

ビーフカレー

ケーキ

杏仁豆腐

＊白御飯・コーンスープ

・ビーフカレーはお替り自由

【ご朝食メニュー】

カフェテリア形式

サラダ

ポテトサラダ

ソーセージ・ベーコン・オムレツ

焼鮭・焼売

肉団子甘酢掛け

納豆・焼海苔

白御飯

味噌汁

八ヶ岳ミルク宝刀

漬物

パン（バター・ジャム各種）

カットフルーツ2種

ヨーグルト

＊納豆・焼海苔はお好みで

＊白御飯・味噌汁

・八ヶ岳ミルク宝刀・パンはお替り自由

※５０名様以下の場合は個食にてご対応となります。（夕食：洋食or中華 朝食：和食）
詳細はお問い合わせ下さい。

※お食事時にポリ手袋の無料配布
いたしますので、着用をお願い申し
上げます。
※料理内容等都合により変更にな
る場合がございます。

※２０２４年度以降のメニューに関しましては、お問合せ下さい。
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ホテル周辺 体育館・グラウンドなど

高根総合体育館・グラウンド （ホテルより車で約10分）
〒408-0002 山梨県北杜市高根町村山北割100番地
TEL：0551-47-4444

http://www.fir.gr.jp/hokuto/intro-t.html

◆体育館
アリーナ41m×34m、バレーボールコートなら3面、バスケットボールコートなら2面確保可能。
観覧席200席完備。

◆グラウンド
夜間照明塔4基完備。
※1月～3月は冬期閉鎖となります。

◆テニスコート
オムニコート6面。夜間照明完備。
※1月～3月は冬期閉鎖となります。

◆屋内ゲートボール場
屋内ゲートボール場 1面

http://www.fir.gr.jp/hokuto/intro-t.html
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ホテル周辺 バーベキュー（牧場）施設

滝沢牧場 （ホテルより車で約20分）
〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山23-1

TEL：0267-98-2222 FAX：0267-98-3422

http://www.takizawa-bokujo.jp/

雨天でもBBQを楽しめる屋内型BBQ施設です。
合計400人まで収容できます。

10万平方メートルの広大な敷地に牛、馬、ひつじ、やぎ、うさぎ、鳥たちをはじめ、
多くの動物達とふれあうことができる自然体験牧場です。
乗馬や引馬、またバーベキューハウスなどの施設もあります。

http://www.takizawa-bokujo.jp/
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ホテル周辺 飯盒炊爨

清里新栄キャンプ場 （ホテルより車で約15分）
〒407-0301

山梨県北杜市高根町清里3545

TEL.0551-48-2514

FAX.0551-48-2514

http://s-kaihatsu.xsrv.jp/camp1.html

約5000坪の広々とした牧草地にあるオートキャンプ場です。正
面に富士山、右手に南アルプス、後ろに赤岳を望む最高のロケ
ーション。バンガローは林間にあり、場内にはイベント広場や体
育館もあります。周辺には手つかずの美しい自然が広がり、美し
の森や吐竜の滝、天女の湯などの観光スポットにも恵まれてい
ます。標高1100メートルのところにあるので、夏でも吹き抜ける
風は涼しく避暑にもぴったり。夜には満点の星も楽しめます。

炊事場（飯盒炊爨）8ケ所
※最大360名様対応可能

http://s-kaihatsu.xsrv.jp/camp1.html
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