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施設概要

• 標高約１,０００Ｍに位置するリゾートホテル

• 客室数２５０室（７６０名宿泊可能）

• コンベンションホール及び会議室完備

• 大浴場（露天風呂）完備

• 屋上に天体ドームあり

• 中央自動車道「長坂ＩＣ」より車で約１５分

• 高原リゾート地「清里」まで車で約１５分

屋上天体ドーム

天体ドーム内部

ホテル外観
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客室・大浴場

洋室３６平米 約１９０室

和室１０畳 ４８室

露天風呂

大浴場

【客室アメニティー】
バスタオル
フェイスタオル
シャンプーリンス
歯ブラシ等
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◆コンベンションホール（最大時）
地下一階 使用例
※間仕切りを取り除き、
甲斐駒、北岳を1部屋として使用も可能
（MAX450名の夕食会場として使用可能）

グランドホール



4

◆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

※2020年8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



7

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】



8

お食事メニュー（2021年度学生団体様）

【ご夕食メニュー】

カフェテリア形式

サラダ ドレッシング各種

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

エビフライ タルタルソース

焼きそば

白御飯

コーンスープ・中華スープ

ビーフカレー

ケーキ

杏仁豆腐

【ご朝食メニュー】

カフェテリア形式

サラダ ドレッシング各種

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・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

※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。
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SDGs（Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標）とは、
2015年9月の国連サミットで採択された17のゴール・169のターゲットから構成される国際目標です。
2030年までに地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
持続可能でより良い世界を目指しています。

八ヶ岳SDGsスクールは、
SDGsを実践する子どもたちを育てる活動をしているNPO法人です。

SDGsとは？



ロイヤルホテル八ヶ岳

NPO法人「八ケ岳SDGsスクール」

八ヶ岳SDGsスクールは，SDGsを考え，実践できる人を育てることを目的とし
，日本の真ん中に位置する八ヶ岳地域から，学校教育・家庭教育・地域教育・
企業教育・生涯教育に，SDGsの学び（SDGsの体験）や共創的な対話を実
践し，広め， SDGsのゴールをめざし，誰一人取り残さず，共に手をつないで
，2030年のゴールをめざします。

植物

高山植物

登山

南アルプス
湧水

木材

森林
生き物

水

食物

サントリー

ヤマネ

国蝶

山紫水明

お酒

ジビエ

コメ

そば

野菜

ビニールハウス

「ロイヤルホテル八ヶ岳」を中心に，どんなことがSDGsの学びとして可能なのかウエビングを作成
しました。水・食・自然・観光・イベント等を，SDGsの視点でつなげて，体験すること，思考するこ
とを皆で楽しみませんか。私たちが，お客様の「SDGsの学びと体験のプロデュース」をお手伝い
します。

ディズニーランドコースター

SDGs

SDGs

SDGs

SDGs

SDGs

SDGs

イベント

六角堂で自然体験

親子SDGs教室

コースター作り

9

ＳＤＧｓ 体験プログラム

SDGs

SDGs
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甲武信(こぶし)
ユネスコ エコパーク

2019年6月19日登録

2014年6月12日登録

SDGsの学び・体験
八ケ岳周辺には２つの「ユネスコエコパーク」
があります。そして，世界遺産「富士山」を望
むことができる最高の立地条件が整っています

八ケ岳周辺

水について学ぶ。水を守ること
は自然を守ることを知り，持続
可能で効率的な水資源の利用
方法を探る。
山と水の仕組みを知
り，カメラマンの指
導で写真撮影する。

野菜の栽培や，ビニールハウ
スの仕組み，農の駅での販売
見学をする。食品ロスにならな
い調理や保存や
販売方法を学び，
食品ロスを防ぐ手
段を対話する。

市内の水力発電・メガソーラー
発電所・日照時間日本一の明
野町の施設を見学する。
近代的なビニール
ハウス農業と比較
して，エネルギー
の課題を探る。

森林，湿地，山地及び乾燥地
をはじめとする陸域生態系と内
陸淡水生態系及び，保全，回
復及び持続可能
な利用を探る。
木材加工や森林浴
の体験をする。

SDGsカードゲームを通して
SDGsの視点を学び，その後，
アスレチックや，自然探索を楽
しむ。SDGsに
関する川柳発表会
を行い，SDGsを
自分事にする。

人口減少が進む日本は，一方
で道路や上下水道や河川管理
の補修費用も不足している。
ダムや公園の見学
と企業訪問によっ
て，日本の近未来
の課題を探る。

森林探検とSDGs円卓ミーティング

世界遺
産

富士山
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ＳＤＧｓ 体験プログラム



①「SDGsとBINGO」
普通のビンゴゲームのやり方でおこなえる。内容がSDGsとなっていて，現在オリジナルを制作している。 【M先生】

②「SDGsとウォークラリー」
それぞれのポイントにSDGsに関する指令を出し，達成したら次の問題にチャレンジしていく。NPOが管轄する六角堂の敷地内や，キープ協会の
自然体験ゾーンにスペースを設置する。時間と人数により，広さとポイント数を工夫する事で，楽しんで取り組むことができる。 【S先生】

③「SDGsと生き物」
ヤマネミュージアムと連携しヤマネの保護について学ぶ。オオムラサキセンターと連携しオオムラサキについて学ぶ。 【S先生】

④「SDGsと水」
湧水や自然の水に関する場所を見学する。吐竜の滝や湧水や滝でプロカメラマンの指導の基，参加者各々が，SDGsを啓発する趣旨の
写真撮影をする。のちに展示会を開催する。カメラマンは，NPO会員にプロが所属している。 【O先生】

⑤「SDGsとスイーツ」
SDGsとは何かをゲームで学んだ後に，スイーツ作りをする。 NPO会員に和菓子屋の職人が所属しているので指導をしてもらう。一時
間程度で，オリジナルな環境にやさしく，健康的な「和スイーツ」を作れる。

⑥「SDGsとカードゲーム」
SDGsの学びを，ゲーム感覚で楽しむ。オリジナルなカードゲームとなっている。製作は，小学校4年生の男子とNPOが制作する。

⑦「SDGsとペットボトル」
SDGsの基本を学んだ後で，プラスチックごみ・レジ袋の有料化・マイクロプラスチックについて意見を交わす。ペットボトルの再利用
として，小物入れ・スライム時計・鉛筆立て・ペンケースを工作する。 【H先生】

具体的な活動事例の紹介（現職教員の案）
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ＳＤＧｓ 体験プログラム
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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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ホテル周辺 体験プログラム

NPO法人国際自然大学校日野春校 （ホテルより車で約20分）
〒408-0022

山梨県北杜市長坂町塚川2564

TEL：0551-32-7521

hinoharu@nots.gr.jp

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

八ケ岳と南アルプスに囲まれた、里山の原風景が
広がる自然豊かなフィールド。

宿泊施設、研修棟、キャンプ場、プログラムフィー
ルド（PA)、畑 など。

◆自然体験活動・冒険教育を活用した人材養成プログラム

企業・団体などの新人・社員研修や、学校の教員研修、大学生等の新入生研修等を受託しています。

「実体験から学ぶ」をキーワードに、
従来の講義型研修ではなく、グルー
プでの様々な活動（アクティビティ）を
通じて、チームワークや信頼感、コミ
ュニケーション能力、問題解決力や
チャレンジ精神などを学び、他者理
解と自己理解を進めて、個人の成長
と人間関係の改善を目指す体験型
研修をご提案いたします。

mailto:hinoharu@nots.gr.jp
http://www.fir.gr.jp/hokuto/intro-t.html
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ホテル周辺 体験プログラム

清泉寮【清泉寮自然学校】 （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:0551-20-7701 (9:00～18:00)

gakko@keep.or.jp

https://www.seisenryo.jp/index.html

清里開拓の歴史と共に歩んできた清泉寮は
1938(昭和13)年、後にキープ協会を創設す
るポール･ラッシュ博士によって日本聖徒ア
ンデレ同胞会の青少年指導訓練所(清泉寮
キャンプ場)として建設されました。

◆酪農体験
酪農体験プログラムでは、ジャージー牛乳の生産
現場や日々の仕事をご案内いたします。
私たちにとっては慣れ親しんだ牛舎のにおい、牛
の鳴き声、隣を歩く牛たちの姿など、皆様にとって
は初めての経験が多いのではないでしょうか。日
常生活ではなかなか出会うことのできない、その
ような体験を通して感じる『素直な感性』を私たち
は大切にしております。
生きものとの「ふれあい」、仕事としての「作業」、
そしてそれらの体験を通して考える「食」──。
体験学習を通して命の大切さや食への感謝の気
持ちを考え始める、そんなきっかけを私たちはつく
りたいと考えています。

◆体験一覧

■作業体験 ●餌やり ●牛舎清掃
■ふれあい体験 ●放牧体験 ●集牧体験 ●搾乳体験・施設見学
■バター作り体験
■ヘイライド

mailto:gakko@keep.or.jp
https://www.seisenryo.jp/index.html
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アクセスマップ

中央自動車道
長坂ＩＣより約１５分


