
HYTTER
WORKATION

STAY

HYTTER LODGE&CABINS



HYTTER LODGE&CABINS
ヒュッター ロッジ＆キャビンズ

「HYTTER LODGE & CABINSは、標⾼1250mの蓼科
湖畔に佇む 宿泊施設です。滞在スタイルは２つ。 蓼
科湖を望む開放的なラウンジに源泉掛け流しの温泉
があるロッジと、 芝⽣の広場を囲むように並んだ⾃
然に近いキャビン。

ロッジには蓼科湖眺望や⼋ヶ岳を望むことが出来る
和室と、⽊のぬくもりを感じる洋室をご⽤意。 蓼科
三室源泉掛け流しの温泉で⼼⾝ともにくつろいだり、
開放的なカフェ&バーで読書やコーヒーを楽しんだり、
そして１⽇の終わりは、冬は暖炉の前で、夏はテラ
スで、⼼ゆくまでバータイムを楽しんでください。

キャビンエリアは開放感溢れる芝⽣広場が広がり、
⼩さなキャビン（⼩屋）が⽴ち並んでいます。 芝⽣
の広場を駆け回ったり、ヨガをしたり、ハンモック
に揺られたり、空を眺めてぼーっとしたり。 中⼼と
なる「The Torch」には芝⽣広場が⾒下ろせる気持ち
の良いアウトドアバー、⿃の声を聞きながらしごと
に集中できるWi-Fi完備のコワーキングスペース、そ
してアウトドアグリルを楽しむダイニングエリアが
あります。

HYTTERの過ごし⽅は無限⼤。 遊んで、働いて、温
泉に⼊ったあとは星空のもと焚き⽕を囲んで仲間と
語り合う。⼀緒に働く仲間達との距離がまたひとつ
近くなり、明⽇から頑張ろう！そう思っていただけ
れば幸いです。



Location ロケーション

〒391-0301
⻑野県茅野市北⼭8606-7
TEL / 0266 78 8278
Mail / info@hytter.jp
HP / hytter.jp

電⾞
東京⽅⾯から
JR中央本線 特急あずさで約2時間
茅野駅下⾞

名古屋⽅⾯から
JR中央本線 特急しなのにて塩尻まで約2
時間
塩尻より中央東線新宿⽅⾯ 乗換約30分
茅野駅下⾞

JR茅野駅より
北⼋ヶ岳ロープウェー⾏き路線バス
またはタクシー、レンタカーなどで約
30分

お⾞
中央⾃動⾞道 諏訪ICより 蓼科⽅⾯ 約30
分、ビーナスラインより⼊って蓼科湖畔、
蓼科⾼原カントリークラブ隣



LAKESIDE LODGE（元温泉旅館）
元温泉旅館の良さをそのままに残した和室、⼭⼩屋⾵の洋室、ドミトリー、
タイプの異なる客室をご⽤意しております。

FOREST CABINS（キャンプ場）
⾃然に近い環境でのご宿泊、⼩屋タイプのキャビンとキャンプサイトがご
ざいます。寝袋・シーツ・コット・マットのセット貸出もございます。

Guest Rooms 客室

和室
８畳：定員3名、2室
12畳：定員４/5名、16室

洋室
18㎡、定員2名、2室

ドミトリー
6⼈部屋：定員6名、1室
8⼈部屋：定員8名、1室

キャビン
Antelope：11㎡、定員3名、5棟
Beaver：14㎡、定員４名、4棟

ベッドキャビン
Beaver：11㎡、定員2名、3棟
Deer：36㎡、定員8名、2棟

テントサイト
ファミリー：80㎡、15区画
オートサイト：60㎡、3区画



Facilities at LAKESIDE LODGE

ダイニングルーム
• 40席
• ⾷事
• 研修

⼤広間
• 50畳
• 着座で50〜80名まで収容可
• ステージあり
• ヨガなどアクティビティ利⽤可

スナック
• 20席
• カラオケなど懇親会利⽤に

温泉
• 源泉かけ流し
• 露天⾵呂あり



Facilities at FOREST CABINS

キャビンバー
• 貸し切りパーティー
• 研修

コワーキングスペース
• デスクスペース（16席）
• 会議個室（6⼈×2室）
• Wi-Fi完備

キャンプファイヤー
• 最⼤80⼈程度まで囲むことの

できるファイヤーサークル

ステージ
• BBQなどの貸し切りスペース

として

サウナ
• 懇親会
• 会議利⽤



Dining

朝⾷
• パン、サラダ、メイン
• ドリンク・バー

昼⾷
• ベジタリアン・カレー
• チキンとチーズのハーブサンドイッチ
• ⽞⽶キッシュ

カフェ
• ケーキ
• クラフトジェラート
• アフォガード
• コーヒー／紅茶／エスプレッソ

夏季⼣⾷
• コースディナー
• BBQセット

冬季⼣⾷
• コースディナー
• プレート・ディナー

バー
• クラフト・ビール
• ナチュール・ワイン
• ハードリカー



Activity アクティビティ

Yoga
夏季は芝⽣広場で、冬季は⼤広間にて
朝のリズムを整えてから⼀⽇をスタート
します。

Mountain Bike
近隣の観光スポットを回るショートコー
スから
⻑距離まで、レベルに合わせて
ツアーを組むことが可能です。

Nordic Walking
湖畔を⼀周30分、ポールを使うことで
全⾝の筋⾁を動かすことができます。

Running
気持ちのよい5キロコース、
少し強度をあげた10キロコース、
アップダウンで変化する景⾊を楽しみな
がら
⾛ることができます。



Team Building チームビルディング

アウトドアスキル
• 地図読み
• 野外救命救急講習

BBQ
• ⽕起こし
• アウトドアクッキング

登⼭
• ⼋ヶ岳トレッキング

キャンプファイヤー
• ⽕起こし
• ⼣⾷後の歓談、⼆次会



Price 付帯施設・設備・お⾷事 料⾦表

単位 料⾦ 備考

＜ロッジ＞

ダイニングルーム 1時間 5,000 40⼈まで

⼤広間 1時間 30,000

スナック 2時間 10,000

温泉 0

＜キャビン＞

寝具セット（コット・マット・寝袋、
インナーシーツ、枕、枕カバー）

1⼈分 5,000

キャビンバー 1時間 10,000

コワーキングスペース デスク 3時間 1,000

コワーキングスペース 会議室 1時間 500

サウナ 2時間 10,000 10⼈まで、薪付

ステージ 1⽇ 10,000

＜備品＞

プロジェクター 1時間 1,000

スクリーン 1時間 1,000

ホワイトボード 1時間 500

マイク 1時間 500

＜お⾷事＞

朝⾷ 1⼈前 1,650

ランチ 1⼈前 1,650

夏季⼣⾷ アウトドアグリル 1⼈前 4,400 屋外でのお⾷事

冬季⼣⾷ コースディナー 1⼈前 4,400 ダイニングルーム提供

BBQセット 1⼈前 5,500 ⾷材、必要機材込

※ご宿泊料⾦はシーズンにより異なります、詳しくはお問い合わせください。
※備品は、10名様以上のご利⽤で無料となります。
※研修内容により、アクティビティなどご利⽤の場合は⼤広間利⽤料は無料となります。
※お⾷事内容はご予算に応じて調整可能です。


