
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge in八ヶ岳茅野2022 宿泊施設一覧
【注意事項】
※ 宿泊先の検討にご利用ください。

※ お申込みは各宿泊施設に直接お願いします。お電話でご予約の際は「ラリーチャレンジで宿泊する」とお伝えください。
※時間は自動車での移動時間になります。

5分

10分

10分

基本の宿泊料  他
※温泉施設は別途入湯税が必要となる場合があります。

備考

1 ホテル 蓼科 リゾートホテル蓼科 0266-67-2626 https://resort-hotel-tateshina.jp/

スタンダードプラン（1泊2食付き）　　2名様1室　　おひとり　19,500円
夕食バイキング
その他グレードアッププランや人数によって多少料金の変更あり。

入湯税は宿泊
料金に含む

種別 エリア 施設名 電話番号 ＵＲＬ 聖光寺まで

2分

1泊朝食付　2名1室利用　1名5,500円
1泊朝食付　1名1室利用　1名6,600円
朝食時間　7時30分～8時00分
入浴時間等につきましてはチェックイン時にご案内いたします。

入湯税あり
（別途＠150円）

3
旅館

（ロッジ）
蓼科 蓼科湖畔　蓼の花 0266-67-2078 https://tadenohana.com

素泊まり　一室1名（和室・食事なし）5,400円（税込み）
素泊まり　一室2名（和室・食事なし）5,000円（税込み）
ご予約は公式ＨＰオンライン予約よりお願いいたします。

入湯税あり
（別途＠150円）

2 ペンション 蓼科 湖畔の温泉宿 蓼科 0266-67-2828 https://www.iweb.ne.jp/p_tateshina/ ３分

1分

【１泊２食付・地元食材を活かした夕食・選べるメイン料理】
・ロッジ　　14,500円～
・キャビン　12,000円～
その他プランの検索やご予約はＨＰよりお願いいたします。

入湯税は宿泊
料金に含む

5 旅館 蓼科 蓼科　親湯温泉 0266-67-2020 www.tateshina-shinyu.com

4 ホテル 蓼科 TINY GARDEN蓼科 0266-67-2234
http://www.urban-
research.co.jp/special/tinygarden/

清流亭　和室１４帖バス・トイレ付
・4/15・17　１泊２食付　二名様一室　おひとり様17,050円（税込）
・4/16　 　　1泊夕食付（朝食なし）二名様一室　おひとり様22,000円（税込）
ご夕食最終時間19：30～　　　ご朝食7：00～
全室禁煙です。
他にも部屋タイプあります。ご予約、詳細についてはお電話またはＨＰにてお願いしま
す。

入湯税あり
（別途＠150円）

3分

5分

6 ホテル 蓼科 蓼科グランドホテル滝の湯 0266-67-2525 http://takinoyu.co.jp

各種プランが多いため、ホームページをご覧ください。
尚、以前ございましたシングルルーム10室は、ツイン・トリプルルームへと4月29日リ
ニューアルオープンに向けて改装中です。

入湯税あり
（別途＠150円）

協賛プラン：素泊り　4,000円/人　（TOYOTA GAZOO Racing Rally challenge in八ヶ岳
茅野2022 協賛特別料金）
※前日泊（４/16）・当日泊（4/17）とも適用可
※出場選手も応援・観戦される方もＯＫ

入湯税なし8 ペンション 蓼科 ペンション　ピラタス２ 0266-67-4150 https://2.p-pilatus.jp/

4/16(土)　素泊まり　1名一室お一人様16,500円(税込)　2名一室お一人様8,800円(税
込)　3～6名一室お一人様6,600円(税込)
4/17(日)　素泊まり　1名一室お一人様15,400円(税込)　2名一室お一人様7,700円(税
込)　3名一室お一人様5,500円(税込)
※全室洋室、客室タイプはおまかせとなります。
※お食事がご必要な方は別途手配可（夕食要予約/朝食予約不要）
（ホテルレストラン以外に近隣にレストラン有）

入湯税あり
（別途＠150円）

7 ホテル 蓼科 蓼科東急ホテル 0266-69-3109 https://www.tateshinatokyuhotel.com/
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【注意事項】
※ 宿泊先の検討にご利用ください。
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備考種別 エリア 施設名 電話番号 ＵＲＬ 聖光寺まで

HYTTER LODGE＆CABINS
(ヒュッターロッジアンドキャビンズ）

豪族の館

大東園

20分

20分

21分

15分

13分

2分

12分

15分

10分

旅館 蓼科 0266-78-8278 https://hytter.jp

素泊まりプラン　お一人様
・9,350円～　（2名1室）　　　　・8,250円～　（3名1室）
※朝食提供が7時からのため、素泊まりプランをご提案
・ご夕食に近隣（徒歩3分）蓼科牛の焼肉店ITTOU(イットウ）の「HYTTERディナーコー
ス」をご用意。（1週間前までにご予約）　　　　お料理代金お一人4,950円（税込・飲み物
別）
・元温泉旅館をリノベーションした宿泊施設です。蓼科三室源泉かけ流しの温泉と、本
とコーヒー、クラフトビールをラウンジでお楽しみいただけます。

入湯税あり
（別途＠150円）

◆基本宿泊料金（夕朝食付・税込み）・・・お部屋（全6室）は宿側で調整します。
もしも、ご希望のお部屋タイプなどあれば電話（09072194291）にて相談下さい。
１．一人の場合　　　　　　：11,000円
２．二人～三人の場合　　：9,500円～10,500円
※お部屋の種類（和室or洋室or洗面所+トイレ付+バス付など）で料金が異なります。
３．四人以上の場合　　　：上記２の宿泊料金から割引料金が適用されます。

入湯税あり
（別途＠150円）

10 ペンション 蓼科 プチペンション蓼科壱番館 0266-69-3619 https://t-ichibankan.com

素泊まりプラン（夕食・朝食なし）おひとり様　6000円～
お部屋のタイプによって料金が異なります。
詳しくは公式ホームページにてご覧下さい。 入湯税なし

9 ペンション 蓼科 四季の宿　すばる 090-7219-4291
https://www.jalan.net/yad355572/?con
tHideFlg=1&PopupMode=window

旅館
蓼科

中央高原
0266-67-4655 https://daitouen.info

スタンダードプラン
平日 　　13,200円
休日前　14,300円
貸し切り温泉あり。夕食はジビエ（ぼたん鍋）です。

入湯税あり
（別途＠150円）

入湯税なし

旅館
蓼科

中央高原
横谷温泉旅館 0266-67-2080 https://www.yokoyaonsen.com

詳細はHPをご参照ください。
入湯税あり
（別途＠150円）

ペンション 蓼科 ペンション　ラ・プラネート 080-4235-4126 https://www.la-planete.com/

素泊り　8,800/人
朝食付き9,900/人
2食付き　13,750/人

17 ホテル 白樺湖 白樺リゾート　池の平ホテル 0266-68-2100 http://hotel.ikenotaira-resort.co.jp

1泊2食付　洋室トイレ付　9,500円平日～
土曜、休前日　プラス600円　　　朝食なし　マイナス1,000円
素泊り　マイナス2,500円　　他　部屋プラン等はＨＰをご覧ください。 入湯税なし

16 ペンション 白樺湖 サンシャイン　ロッジ 0266-68-2950 www.sunshinelodge.jp

和室　１泊２食付　10,000円　　　洋室　1泊2食付　11,000円
詳細は、白樺湖サンシャインロッジホームページをご覧ください。 入湯税なし

15 ペンション 白樺湖 ホープロッヂ乗馬牧場 0266-68-2017 http://hope-lodge.com/

3名以上一室　11,700円～
プラン複数あります。詳しくはホームページをご覧ください。 入湯税は宿泊

料金に含む

11

12

13

14
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■リスト以外の宿泊施設を探す場合は下記サイトを参考にして下さい。

https://navi.chinotabi.jp/

http://www.suwa-tourism.jp/

25分

20分

25分

20分

30分

30分

30分

ペンション 白樺湖
四季彩の宿

白樺湖畔リトルグリーブ
0266-68-3001 https://www.littlegrebe.com

1泊2食付　お一人様9,500円～
詳しくはＨＰをご覧ください。
ＨＰからのご予約、もしくはお電話でのご予約は特典があります。
「すずらんの湯」（徒歩3分）の入浴券をプレゼント

入湯税なし

21 ペンション 車山 プチペンション　パオパオ 0266-68-2363 https://p-pao.com

ツインルーム　　  　1泊2食付　 12,000円/人
　　　 　　　　　 　 　 1泊夕食付　11,000円/人
　　　　　 　　　　　 　1泊朝食付  　9,000円/人
デラックスツイン   　1泊2食付　15,000円/人
                 　     1泊夕食付　14,000円/人
　　　　    　        　1泊朝食付　12,000円/人
お食事などのお時間につきましては要相談

入湯税なし

20 旅館 白樺湖 白樺湖畔の宿　君待荘 0266-68-3300 https://kimimatisou.com

スタンダードプラン（2食付）12,500円（1室2名利用1名料金）
朝食付きプラン9,200円（1室2名利用1名料金）
素泊まりプラン8,500円（1室2名利用1名料金）
その他プラン多数ございます。
詳細はHPをご参照ください。

入湯税あり
（別途＠150円）

19 ペンション 白樺湖
On The Hill 白樺湖

Inn　ペンションひおき
0266-55-7384 https://shirakabakoinn.com/

〈平日〉ツインルーム（2～3名）／トリプルルーム（３～4名）バス・トイレ共用
　       １名あたり6,800円
　　　 　ツインルーム  (2～3名）  室内ユニットバス・トイレ付　1名あたり7,800円
〈土、祝前日（連休最終日は除く）〉
　　　　バス・トイレ共用、ユニットバス・トイレ付いずれも上記金額にプラス1,000円
※上記は直接予約の料金です。OTA経由の場合は異なります。
※小学生、幼児の設定料金の詳細はHPをご参照ください。

入湯税なし

ペンション 車山 ペンションベストフレンド 0266-68-2379 http://www.lcv.ne.jp/~bfriend/

大人　9,800円～
※グランツインルームは特別料金としてプラス1,000円
※信州牛コースはプラス3,000円
朝食のお時間は対応可能です。ご予約時にお問い合わせください。
詳細、お問合せはお電話またはＨＰよりお願いします。

TOYOTA　GAZOO　Racing Rally　Challenge　in  八ヶ岳茅野2022
特別プラン　1泊2食付き 9,000円
シングルルームご希望のお客様は、シングルアップ料金なしにて対応させていただきま
す。　　　　（シングルルームは3部屋限定）
今イベントの関係でご夕食・ご朝食時間の調整をご希望の方は、事前にご連絡くださ
い。

入湯税なし

ホテル 車山 リゾートホテルギャラクシー 0266-68-1181 https://galaxy-kurumayama.com/

１泊２食付　12,800円～15,800円
いろいろプランがるため、当館HPをご覧ください。
全てのお客様にワクチン２回接種済のご提示をお願いしています。
半露天風呂のご予約は、チェックイン時にお願いします。
部屋着はご持参ください。浴衣のレンタル可能ですが、別途料金を頂戴しています。

入湯税なし

30分

23

24

素泊まり1人5,000円（税込）
1泊２食付１人10,000円（税込）
1泊朝食付1人6,500円（税込９ 入湯税なし

ちの観光ナビ　　

信州諏訪観光ナビ　　

18

22

25 ホテル 車山 プチホテル花南 0266-68-2077 http://hotel-kanan.com

入湯税なし

ペンション 車山 プチペンショングリーングラス 0266-68-2028 http://www.lcv.ne.jp/~ggrass/
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