
　
■　　交　通　の　ご　案　内

車 　

●東京－（中央自動車道）－諏訪IC－茅野－（ビーナスライン）－芹ヶ沢
　　－（大門街道）－白樺湖－蓼科牧場－蓼科山の家

●東京－（関越自動車道）－藤岡IC－（上信越自動車道）－佐久IC－下仁田浅科線－望月
　　－（R１４２）－芦田（県道４０）－女神湖－蓼科牧場－蓼科山の家

電車
千曲バス 徒歩

●東京 佐久平 立科町役場前 蓼科牧場 蓼科山の家
４０分 （乗換）   ２７分 20分

●新宿 茅野 東白樺湖
（乗換） 10分

■　　情　報　サ　ー　ビ　ス

SBCラジオ交通情報 1062MHｚ、1197MHｚ 長野地方天気予報電話サービス
長野県交通情報センター 026(244)0011 0267-177
白樺高原観光ダイヤル 0267(55)6666 026(225)0177
白樺高原総合観光センター 0267(55)6201 0263(33)0177

■　　交　通　関　係　　

千曲バス 0267(22)2100 小諸営業所
たてしなスマイル交通 0267(88)8403 立科町役場企画課

所在地 〒384-2309
長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野字蓼科牧場南1096番地
Tel　0267（55）6310　　Fax 0267（55）6310

お問い合わせ・申込窓口

事務局　施設室
〒102-8341　東京都千代田区三番町22番地
Tel　03（3262）2251（内線3112）　Fax　03（3262）2271
shisetsu@san.kasei-gakuin.ac.jp

事務局　総務室
〒194-0292　東京都町田市相原町2600番地
Tel　042（782）9811（内線4103）　Fax　042（782）9880

ホームページ https://www.kasei-gakuin.ac.jp/houjin/katudo/tateshinayama.html

2021.9

長野新幹線（あさま）

1時間20分

2時間20分

JR中央線（特急）

あります。

竹花組女神湖SS（ENEOS）
蓼科SS（Esso）
白樺観光タクシー

アルピコ交通

0267(55)6303
0266(67)2550
0267(56)3636

0266(71)1181アルピコタクシー

《町田キャンパス》

《千代田三番町キャンパス》

茅野

　　　利　用　案　内

茅野営業所

時間によっては

乗換えが無い場合も

アルピコ交通

50分

0266(72)7141

蓼科牧場
蓼科湖
芦田

たてしなスマイル交通

　　たてしなスマイル交通

最新の天気予報
週間天気予報(長野)
週間天気予報(松本)

学校法人 東京家政学院

蓼科山の家

蓼科牧場信号

蓼科牧場無料駐車場

女神湖

https://www.kasei-gakuin.ac.jp/houjin/katudo/tateshinayama.html


■　　施　設　概　要 4．利用変更の届出
① 変更が生じた時には、速やかに届出てください。

1．敷　　地 21,295㎡（標高1,580m～１,600m） ② 変更の届出が遅れたり無届ですと、キャンセル料を頂く場合がありますので
2．建　　物 鉄筋コンクリート造　2階建　2,004㎡ 御注意ください。

1階 玄関、フロント、ホール、食堂、大浴場、小浴場、管理人室、研修室（45席）、集会室（和室21畳） 5．キャンセル時の利用料金の取り扱い
2階 A宿泊室【洋室（2段ベッド）8人部屋】13室　主に学生・生徒用 ① 全額返金 　　利用初日の３日前１６：００までのもの

B宿泊室【洋室（ツイン）4人部屋】4室　 ② 半額返金 　　利用初日の２～１日前１６：００までのもの
C宿泊室【和室（10畳）5人部屋】6室 ③ 返金なし 　　利用当日か、それ以降の日のもの、または無届けのもの
D宿泊室【洋室（シングル）1人部屋】3室 6．その他
D宿泊室【和室（6畳）2人部屋】2室 ① 山の家はセルフサービスが基本で運営されています。寝床の支度・片付、室内の清掃、

食器類の片付をしてください。
3．収容人員　 最大156人（学生・生徒104人、教職員など52人） ② 追加料金で特別料理を用意できます。詳細は、お申込み時にお問合せください。

③ 洗面用具、タオル、寝巻は持参してください。なお、浴衣はありますが有料になります。
■　　利　用　時　間 ④ 危険物、嫌悪物、動物の持ち込みはできません。

⑤ 館内での喫煙は、指定された場所でお願いします。
1．チェックイン   １５：００～２２：００
2．チェックアウト 　  ７：００～１０：００ ■　　利　用　料　金
3．食事： 朝　食 　　８：００～

夕　食    １８：００～ 1．宿泊料金（1人1泊2食付部屋別定額） 　　　（消費税込）
　 4．入浴    １６：００～２１：００

＊特別な事情等ある場合は、お気軽に御相談下さい。
A宿泊室 8人

■　　利　用　案　内 B宿泊室 4人
C宿泊室 5人

1．利用できる人 D宿泊室 1人
① 本学院の学生、生徒、卒業生、教職員、元教職員及び同伴の家族、友人 D宿泊室 2人
② 本学院主催の会議等に参加する人 ＊Ｂ・Ｃ宿泊室は、学生のみのご利用はできません。
③ 法人事務局長が特別に認めた人 ＊D宿泊室は、スタッフルームですので、原則として利用できません。
④ 筑波学院大学の学生、卒業生、教職員、元教職員及び同伴の家族、友人 ① 上記料金は、施設設備費及び朝・夕食を含んだ金額です。

2．利用期間 ② 上記料金は、中学生から適用し、小学生はこの料金の半額とします。
通年利用できます。但し、施設点検等のために臨時休業することがあります。 ③ 乳・幼児は無料ですが食事を希望する場合には、予め申込みをして頂ければ有料で

3．利用手続 お作りします。（1人1泊９００円）
【1】 利用申し込みの予約 ④ 原則として昼食はありませんが、予め注文して頂ければ有料でお作りします。

① 利用希望日の２ヶ月前から予約できます。 食事の内容は直接山の家管理人と相談し、清算は現地で行なってください。
② クラブ合宿等の団体利用は６ヶ月前から予約できます。
③ 学校行事は1年前から予約できます。 2．暖房料（寒冷期：10月1日～4月25日） 1人1泊５００円

【2】 窓口での利用申し込みの受付 　宿泊料金と別に暖房料がかかります。
① 千代田三番町キャンパス事務局施設室又は町田キャンパス事務局総務室の窓口に ■　　設　備　利　用　概　要

用意してある申込書に記入し、利用料金と共に提出してください。 　　　＊ﾃﾆｽｺｰﾄ、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊｳｽ、全自動ﾏｰｼﾞｬﾝは、宿泊申し込み時に予約が必要です。
② 利用申し込みの受付は、原則として利用日の７日前までとします。 1．テニスコート　2面（軟式・硬式両用） 5．レーザーディスクカラオケ

【3】 電話での利用申し込みの受付 ① 利用料金及び用具の貸出し無料 ① 利用料金無料
① 電話での利用希望日の予約をしてください。 ② 事前に利用申込みが必要です。 ② 利用時間は午後10時まで
② 申込書、パンフレット等を郵送しますので、速やかに利用料金を指定銀行口座に ③ 利用期間5月1日～10月31日 ③ 約６２００曲収容

振り込んでください。
【指定銀行口座】 八十二銀行　　望月支店　　普通預金　２３６１４０ 2．バーベキューハウス　12炉（屋根付） 6．碁・将棋　各2面

東京都千代田区三番町２２番地　　℡　０３（３２６２）２２５１ ① 利用料金は無料ですが予約が必要。 ① 利用料金無料
がっこうほうじん　とうきょうかせいがくいん ② 炭代は実費負担。 ② 2階ラウンジに置いてあります。
学校法人　　　東京家政学院 ③ 食材は用意しますが、持込も可。 自由に利用してください。

③ 申込書に所定の事項を記入の上、振込票（コピー可）と共に千代田三番町キャンパス施設室へ郵送してください。 ④ 利用期間5月1日～10月31日
④ 申込書受理後、折り返し利用票を郵送します。なお、その利用票は宿泊当日に山の家管理人へお渡しください。 7．全自動マージャン　1台
⑤ 郵送等に時間がかかる日数等を考慮して、早めに手続きを行なってください。 3．卓球　2台 ① 利用料金無料

【4】 事務局休業期間中（12月26日～1月5日）の利用申し込みの受付 ① 利用料金及び用具の貸出し無料 ② 学生・生徒の利用は不可。
① 直接山の家管理人に電話し、その指示に従ってください。 ② 食堂に設置してありますので自由に ③ 事前に利用申込みが必要です。
② 利用料金は、事前に指定銀行口座に振り込み、その振込票を山の家管理人へ直接お渡しください。 利用してください。

　 8．洗濯機・乾燥機　2台
4．バドミントン　 ① 利用料金無料

① 用具の貸出し無料 ② 2階洗面所に設置してあります。
② 屋外で利用してください。 自由に利用してください。

時間変更可能。お申し出下さい。

¥4,000

規格 定員

¥3,500
和室（6畳） ¥3,500

洋室（ﾂｲﾝ（簡易ベッド含））
和室（10畳）
洋室（シングル）

¥4,000

学院在籍者
及びその家族

¥4,000
¥5,000
¥4,500
¥4,000

筑波学院大学・卒業生・
その家族及びその他の者

ロ

学生・生徒のみの宿泊は不可

スタッフルーム

イ宿泊室

洋室（2段ベッド） ¥3,500
¥4,500

区分


