WISTERIAN LIFE CLUB
Facilities Guide
施設ガイド

ヴェルデの森

箱根

熱海

宇佐美

鳥羽

プロミネント車山高原

野尻湖

2018 年２月現在

みどりと温泉とスポーツのリゾート

ヴェルデの森 フィットネス＆ボディスクエア

ヴェルデの森

リバ ティ
※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます

☎ 0460-82-2266
〒250-0407

神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平 1274

室内プール（通年）

ジム

ジム・プール等の 施設を各種完備
「リバティ」はご自身の “ヘルスケア” ができるゾーン。温泉やジム・プールが一体となった
施設です。

和洋室（ 5名定員 ）

和洋室（4 名定員）

スパ施設（バビロンの湯）

箱根の温泉を効果的に 利用した多彩なスパ施設
ジェットシャワーや泡沫湯、寝湯、圧注浴、サウナ等々タイプ
の異 なる浴槽を 9 種類設けてあり ます。

ACCESS

交通のご案内

電車バスご利用の場合

洋室（2 名定員）

●客 室
客室総数 100 室
【IN】15：00 【OUT】10：00
部屋タイプ : 和洋室・和室・洋室
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レストラン

●施設のご案内
・レストラン ・宴会場 ・会議室（定員 50 名）
・売店・カラオケ・ゲームコーナー ・駐車場（38 台）
・浴場「金時」
「乙女」の湯 、
大浴場「バビロン」
「アポロン」の湯
・ランドリー・麻雀

WISTERIAN LIFE CLUB

VERDENOMORI

JR 小田原駅よりバス約 40分・箱根湯本よりバス約25分
「伊豆箱根バス」にて、｢湖尻・箱根園｣ 行き→
バス停「ヴェルデの森」下車、徒歩２分
※強羅駅を経由するシャトルバスも運行しております。

お車ご利用の場合
東京方向から
東名高速道路→小田原厚木道路→箱根口 I.C.→
国道 1号線→県道734号線→ヴェルデの森
静岡御殿場方向から
東名高速道路御殿場 I.C.→国道138号線→
宮ノ下信号右折→国道 1号線→県道734号線→
ヴェルデの森
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フルシーズンの温泉保養地まさにリゾートの極み

箱

オーシャンビューをひとりじめ。スローライフリゾートを満喫！

根

熱

☎ 0460-82-4453
〒250-0406

☎ 0557-82-2053

神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷 491-1

洋室（2 名定員）

〒413-0012

和洋室（5名定員）

洋室（2 名定員）

レストラン・大浴場についてのご案内
大浴場はございません（全客室に温泉大浴場付き）。また、
箱根小涌園「森の湯」を特別料金にてご利用いただけます。
レストランはございません。ヴェルデの森をご利用ください。

●客 室
客室総数 54 室
【IN】15：00 【OUT】10：00
部屋タイプ : 和洋室・洋室

●ヴェルデの森 ☎0460-82-2266
●森の湯（ユネッサン）☎0460-82-4126

●客 室
客室総数 18 室
【IN】15：00 【OUT】10：00
部屋タイプ : 和洋室・洋室

●施設のご案内
・駐車場（60 台）
・コインランドリー
大文字焼

ACCE S S

交通のご案内

電車バスご利用の場合
JR 小田原駅よりバス約 40分・箱根湯本よりバス約20 分
「伊豆箱根バス」または「箱根登山バス｣にて、
「小涌園経由｣→バス停「二ノ平入口」下車、徒歩約 3 分

お車ご利用の場合
・厚木 I.C. →小田原厚木道路（小田原西 I.C.）→国道 1 号
→湯本・宮ノ下経由→箱根（WLC）
・御殿場 I.C. →国道138 号→乙女峠→ 仙石原→宮ノ下経由
→箱根（WLC）
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WISTERIAN LIFE CLUB

HAKONE

海

静岡県熱海市東海岸町 14-26

レストラン

●施設のご案内
・レストラン
・売店 ・カラオケ
・駐車場（35台）
・浴場「貫一」「お宮」の湯
・コインランドリー
・麻雀
・屋外プール（夏季）

ACCESS

交通のご案内

熱海海上花火

電車バスご利用の場合
JR 熱海駅より徒歩約 10 分
・新館線 東京→熱海（約 50 分）
名古屋→熱海（約 120 分）
・JR 東海道線（ L 特急踊り子号）
東京→熱海（約 85 分）

お車ご利用の場合
・厚木 I.C. →小田原厚木道路（小田原西 I.C.）→国道135号
（真鶴道路）→湯河原（熱海ビーチライン）→熱海（WLC）
・沼津 I.C. → 国道138 号→熱函道路→ 熱海梅園
→熱海（WLC）

WISTERIAN LIFE CLUB

ATAMI
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伊豆の温泉と海水浴・森林浴が楽しめる大自然の中のリゾート

ホテルから紺青の太平洋が一望できるシーサイドクラブ

宇佐美

鳥

☎ 0557-47-2661
〒414-0001

●客 室
客室総数 : 58 室
【IN】 15：00
【OUT】10：00
部屋タイプ : 和洋室・洋室

☎ 0599-26-4821

静岡県伊東市宇佐美 3242-225

和洋室（4 名定員）

浴場

●客 室
客室総数 76 室
【IN】15：00 【OUT】10：00
部屋タイプ : 和洋室・洋室

交通のご案内

電車バスご利用の場合
JR 熱海駅より伊東線乗換約 18 分
JR 宇佐美 駅よりタクシー

お車ご利用の場合
・厚木 I.C. →小田原厚木道路（小田原西 I.C.）→
国道135 号→熱海・網代経由→宇佐美（WLC）
・沼津 I.C. → 国道136 号→伊豆中央道（大仁中央 I.C.）
→ 県道伊東大仁線→亀石峠→宇佐美（WLC）
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WISTERIAN LIFE CLUB

USAMI

〒517-0021

和洋室（4 名定員）

●施設のご案内
・レストラン
・会議室（ 定員 28 名 ）
・売店 ・カラオケ
・駐車場（28 台）
・浴場「玉杯」「踊り子」の湯
・コインランドリー
・麻雀
・屋外プール（夏季）
・卓球

ACCE S S

羽

三重県鳥羽市安楽島町 1045-17

レストラン

●施設のご案内
・レストラン 宴会場
・会議室（定員20 名）
・ゲームコーナー
・駐車場（25台）
・テニスコート
・コインランドリー

ACCESS

交通のご案内

電車バスご利用の場合
JR 参宮線・近鉄鳥羽線鳥羽駅より、タクシー約 12 分
・バス利用の場合
鳥羽駅より「三重交通バス」にて
「ウィスタリアン前行き」→
バス停「ウィスタリアン前（終点）」下車

お車ご利用の場合
・伊勢自動車道路
伊勢 I.C.→ 伊勢二見ライン（国道 42号）→ 鳥羽（WLC）

WISTERIAN LIFE CLUB

TOBA
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春・夏・秋・冬

自然を楽しむ行動派リゾート

プロミネント車山高原
☎ 0266-68-3770
〒390-0301

長野県茅野市北山 3414

八島湿原

「ホテル全景と八ヶ岳連峰」
展望露天風呂びゅう湯

車山高原ニッコウキスゲ
プール
洋室（2名定員 ）

和洋室（4 名定員）

車山高原 SKY PARK スキー場

メインダイニング「 YOHO」

ACCESS
●客 室
客室総数 90 室
【IN】15：00 【OUT】11：00
部屋タイプ : 和洋室・洋室
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●施設のご案内
・レストラン ・ラウンジ
・コンベンションルーム ・売店 ・カラオケ
・駐車場（70 台）
・大浴場「展望露天風呂びゅう湯」
・コインランドリー
・スキーロッカー
・チャペル
・屋内プール（通年）
・車山展望リフト ・車山高原 SKY PARK スキー場

WISTERIAN LIFE CLUB

PROMINENT KURUMAYAMAKOGEN

交通のご案内

電車バスご利用の場合
・中央本線特急「あずさ」新宿→茅野（約 130 分）
・中央本線特急「しなの」名古屋→塩尻（約 120 分）
塩尻乗換 特急「あずさ」 塩尻→茅野（約 20 分）
茅野駅より「諏訪バス」にて「上諏訪駅」行き、
バス停「車山高原」下車（約 60 分）

お車ご利用の場合
・中央自動車道
諏訪 I.C.→ 国道 152 号線（大門街道）→ 車山高原（ WLC）
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北信五岳の名山と上信越高原国立公園を周囲に配した

野尻湖

ウィスタリアンライフクラブ

☎ 026-255-5091

会員利用のご案内

〒389-1312

長野県上水内郡信濃町富濃 3960-18

会員様のご予約は各クラブに直接お申込みください。
ご予約は 1 年前よりお受けします。
※特定期間（年末年始・ゴールデンウィーク・夏季）を除く。

ヴェルデの森

☎0460-82-2266

FAX.0460-82-4519

箱 根

☎0460-82-4453

FAX.0460-82-5035

熱 海

☎0557-82-2053

FAX.0557-82-6900

宇 佐 美

☎0557-47-2661

FAX.0557-47-1012

鳥 羽

☎0599-26-4821

FAX.0599-26-5270

プロミネント車山高原

☎0266-68-3770

FAX.0266-68-2634

野 尻 湖

☎026-255-5091

FAX.026-255-4994

※各クラブの予約受付時間
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予約係に以下の内容をお申し出ください

お申込み

①オーナー番号
④人数・部屋数

洋室（2名定員）

●客 室
客室総数 : 64 室
【IN】 15：00
【OUT】10：00
部屋タイプ : 和洋室・洋室
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レストラン

3

交通のご案内

北陸新幹線 東京→長野（約100分）
中央本線特急「しなの」 名古屋→長野（約180分）
長野乗換 しなの鉄道 北しなの線 長野→黒姫（約 30 分）
黒姫駅よりタクシーにて（約 15 分）

お車ご利用の場合
・上信越自動車道
信濃町 I.C.→国道 18 号線→野尻湖（WLC）

WISTERIAN LIFE CLUB

NOJIRIKO

チェックインの際、フロントに宿泊券をお渡しください

ご利用

施設のサービス・その他
①宿泊用品について
ゆかた、バスタオル、フェイスタオル、ヘアブラシ、歯ブラシ、ボディソープ・
シャンプー、ドライヤー、緑茶 などはお部屋にご用意しております。
※お子様のゆかたはご利用施設により、ご用意していない場合がござい ます。
②おふとん敷き、お茶出しはセルフとなっております。

電車バスご利用の場合
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②利用日 ③宿泊者名
⑤お食事の有無

※宿泊券は 1 泊 1 室 1 枚必要です。
※ご到着が 20:00 以降になる場合は事前にご連絡ください。

●施設のご案内
・レストラン
・駐車場（25 台）
・コインランドリー
・麻雀
・屋内プール（特定期間のみ）
・テニスコート
・卓球

ACCE S S

9：00 〜 18：00（プロミネント車山高原は 11：00 〜 18：00）
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お支払い
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キャンセル

（利用料金は各クラブで直接お支払いください）
（利用料 × 利用人数 × 利用日数）

下記の割合でお支払いいただきます。
キャンセル料

50%

通常期間

3 日前〜前日

特定期間

7 日前〜前日

100%
当日

＊人数減少・宿泊日減少もキャンセル料の対象となりますので、ご注意ください。

10

