2021 SUMMER

Access

サンメドウズ清里までのアクセス

！」
「近い！
どこからも

Free parking lot
for 1,200 cars

至佐久・中部横断道八千穂高原I.C.

学校寮入口

横浜方面▶横浜町田I.C.から 約120分
From Yokohama: About 120 min.
from Yokohama Machida I.C.
埼玉方面▶川越I.C.から 約120分
From Saitama: About 120 min.
from Kawagoe I.C.

野辺山高原

至諏訪

東京方面▶八王子I.C.から 約90分
From Tokyo: About 90 min.
from Hachioji Interchange (I.C.)

詳細図

カーナビの検索は電話番号
0551-48-4111が便利です！
Kobuchizawa I.C.

Kiyosato Sta.

詳細図

Kobuchizawa
Sta.

Detailed map

サンメドウズ清里
ハイランドパーク

Nagasaka I.C.

Nagasaka Sta.

トンネルを出てすぐを左方向側道に進む

至須玉I.C.
至東京

マイカーのご利用（新宿から車で約120分）About 120 mintes from Shinjuku on the Chuo Expressway
中央自動車道

横浜方面（横浜町田I.C.）

東名高速道・圏央道

Shizuoka I.C

約30分

南部I.C.

Nanbu I.C.

Hachioji Junction

国道52号線
約30分

電車のご利用（新宿から電車で約150分）About 150 mintes
Via Train

新宿駅

JR中央本線（特急）

Shinjuku Station

約120分

下部温泉早川I.C.

中部横断自動車道・
中央自動車道

Shimobe Onsen Hayakawa I.C.

清里高原道路
約20分

約40分

on the Chuo Express train from Shinjuku

小淵沢駅
Kobuchizawa Station

JR小海線
約25分

清里駅
Kiyosato Station

タクシー
約5分

Sun Meadows Kiyosato

静岡I.C.

東名高速道路・
新東名高速道路

約60分

Nagasaka I.C.

From Saitama（Kawagoe I.C.）

中央自動車道

八王子JCT

約40分

I.
C.

約60分

Hachioji Junction

関越自動車道・圏央道

埼玉方面（川越I.C.）

中央自動車道

八王子JCT

約40分

From Yokohama
（Yokohama Machida I.C.）

長坂

約70分

From Tokyo（Hachioji I.C.）

サンメドウズ清里

Via Car

東京方面（八王子I.C.）

新型コロナウイルス感染症対策について
Anti-COVID-19 Measures

国や自治体、業界団体などの関連各所のガイドラインを遵守しながら、
●身体的・物理的
距離の確保●衛生管理の徹底●従業員の健康管理の徹底の観点で感染症対策を講じて
おります。具体的な対策については弊社ホームページをご覧ください。

お客様の安全を第一に、皆様が安心して滞在をお楽しみいただけますよう、感染防止を徹底してま
いります。今後、お客様への感染リスクの影響を考慮し、予告なく利用中止の判断をさせていただく
ことがございます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願い申しあげます。

We are taking the following measures, while also adhering to guidelines
issued by national, local governments, industry groups and other related
organizations: -Ensuring speciﬁc physical distance -Thorough hygiene
management -Thorough health management of employees For speciﬁc
measures, please see our website.

Putting our guests health ﬁrst, we are working thoroughly to prevent infection so
that guests can enjoy their stay safely. Taking the eﬀects of infection risks toward
customers into consideration, we may decide to suspend use without warning in
the future. We apologize for the inconvenience and ask for your understanding
and cooperation.

TEL.0551-48-4111

〒407-0311山梨県北杜市大泉町西井出8240-1

8240-1 Oizumi-cho Nishiide, Hokuto City, Yamanashi 407-0311, Japan

www.sunmeadows.co.jp
●予告なく、営業内容・料金が変更となる場合がございます。詳しくはホームページでご確認ください。
Our operations and fees may change without prior notice. Please check the latest information on our website.

www.sunmeadows.co.jp

標高1,900mの特等席へ。

A special seat at an altitude of 1,900 meters

清里エリアで一番高い場所にあるサンメドウズ清里。
パノラマリフトで10分間の空中散歩で1,900mの山頂清里テラスに。
ソファーからの爽快な
「八ヶ岳ブルー」
の空と
野辺山高原、富士山のパノラマをお楽しみください。
Sun Meadows Kiyosato is on the highest ground in the Kiyosato area.
Get on the Panorama Lift and enjoy a leisurely 10-minute ride that takes you to Kiyosato Terrace and
the 1,900 meter summit.
Take a seat on a sofa and admire the magniﬁcent view of Mount Fuji and Nobeyama highlands and
the clear blue sky of Yatsugatake.
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山並みと空が織りなす 雄大なパノラマ
A grand panoramic view blending mountains and the sky.

プレミアムシート

カフェスタンド

Premium Seat

Cafe Stand

ガーデンソファをよりゆっくりとお楽しみいただくため、
予約可能なプレミアムシート5席をご用意しております。
雄大な景観と共に、至福のひとときをお過ごしください。

地元のこだわり素材のオリジナルスイーツ・ドリンクを
ご用意してお待ちしております。

We offer 5 premium seats available for reservation to
make sure you have a chance to try our garden sofas.
Enjoy a blissful moment and a splendid view.

7/17
（土）
〜11/14
（日） ご利用時間：45分
料金：2,000円〜
（ご利用日の2週間前から受付）
※料金は時期により異なります。
ご予約方法など、詳細はホームページでご確認く
ださい。

Available for: 45 minutes
Fee: ¥2,000 ‒
(Reservation accepted two weeks prior to your visit)
*The fee varies depending on the season. Visit our website
for more details, including how to make a reservation.

A café stand at Kiyosato terrace,
welcoming you with original
sweets and drinks that use local
specialties.

5/29
（土）
〜7/2
（金）9:30〜16：00、
7/3
（土）
〜11/14
（日）9:30〜16：30
※季節により営業時間は異なります。
また、天候の状況により営業時間が
変更になる場合がございます。

*Opening hours vary depending
on the season and may change
due to weather conditions.

イメージ

3

4

高原の清々しい
空気の中
手軽にBBQを楽しむ
Enjoy all-ready barbecue at cool, refreshing highlands.

高原の森の中のプライベート空間。道具も食材もすべて
揃っており、
お手軽にBBQが体験できます。
A private space in the highlands surrounded by woodlands.
From foods to BBQ tools, everything is ready for you to
ensure an enjoyable experience.

完成イメージ

清里最大級のギフトショップで楽しいお買物を！
Have a pleasant time at Kiyosato s largest gift shop.

清里マルシェ

2021年7月
リニューアル
OPEN!

Kiyosato Marche

清里エリア最大級のショップ山梨銘菓や地酒・ワインなど、
厳選されたお土産と地元野菜も人気です。
The largest shop in the Kiyosato area Yamanashi confectionery, local sake, wine, etc.
Carefully selected souvenirs and local vegetables are also popular.

イメージ

デイキャンプ
DAY CAMP

7/31
（土）
〜8/31
（火）
の連日と9/１
（水）
〜9/23
（木・祝）
までの
土・日・祝日
時間：10:30〜15:30
（受付10:00〜）
料金
（1名様）
：清里高原コース 7,000円、
海・山の幸コース 8,000円、
プレミアムコース 9,500円そのほか
単品メニューやドリンク類もございます。
全コース、
リフト乗車券が付いています。
※事前予約制
（ご利用日の3日前まで予約受付）※定員2名〜8名

イメージ
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Opening hours: 10:30 ‒ 15:30 (Reception will open at
10:00.)
Fee (per person): Kiyosato Kogen course: ¥7,000; Seafood
and meat course: ¥8,000; Premium course: ¥9,500 (Other
dishes and drinks are also available. The fee includes a lift
ticket.)
*Advance reservation required (Reservation must be made at
least 3 days prior to your visit.)
*Only for 2 to 8 persons per group
※リニューアルオープンまではレストラン
「サンダンス」内の仮設店舗にて営業いたします。
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KIYOSATO Gourmet

地元こだわりの旬を味わう
Savor dishes prepared with locally produced seasonal ingredients.

センターハウス２階

レストラン サンダンス

Savor dishes prepared with locally produced seasonal ingredients.

地元中村農場のチキンやたまご、高原野菜、清里ハムなど旬
のこだわり食材を使ったレストラン。

地元有名スイーツとの共演

Our restaurant serves dishes prepared with locally produced
seasonal ingredients, including chicken and eggs from
Nakamura Nojo, vegetables grown in the highlands, and ham
from Kiyosato Ham.

エムワンアップルパイ

5/29
（土）
〜11/14
（日）
ドリンク/10：30〜15：00・フード/11：00〜14：00

八ヶ岳高原の新鮮高原野菜
高原野菜のバーニャカウダ
（上）
高原野菜のグリーンサラダ
（下）

センターハウス２階

清里テラス

清里ベーカリー

カフェスタンド

焼き立てパンが味わえるベーカ
リーカフェ。地元高原野菜たっぷ
りのクロワッサンサンドやスープも
おすすめ。
テイクアウトできます。

サンメドウズ清里の人気スイーツ。八ヶ岳高原のポッポ牛乳や
中村農場のたまご、
フルーツ王国山梨の旬のフルーツを使っ
たスイーツを清里テラスの絶景とともにお楽しみください。

Kiyosato Bakery

KIYOSATO TERRACE Cafe Stand

A bakery serves homemade bread
fresh from the oven in the café. We
highly recommend the soups and
the croissant sandwiches prepared
with vegetables grown locally in
the highlands. Takeout is also okay!

5/29(土)〜7/2(金)
平日9：00〜15：30
土日9：00〜16：30
7/3(土)〜11/14(日)
9：00〜16：30
※水曜定休
（7/1〜8/31の期間を除く）
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新名物 農場直送!中村農場の絶品チキン「名水赤鶏」
とたまご

グリルチキンハーフ
（上）
中村農場のふわふわオムレツ
（下）

甲州ワインビーフのローストビーフサンド

Enjoy popular sweets
at Sun Meadows
Kiyosato. Admire the
magnificent view from
Kiyosato Terrace
while enjoying sweets
prepared with locally
produced ingredients,
including Poppo Milk
from the Nobeyama
highlands, eggs from
Nakamura Nojo and
seasonal fruits from
Yamanashi, the
prefecture known as
the kingdom of fruits.

清里天空プリン

青い富士山クリームソーダ

清里スカイパフェ
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料金・営業時間のご案内

清里テラス

Kiyosato Terrace

八ヶ岳主峰 赤岳 標高2,899m

Altitude of Akadake (main peak of Yatsugatake): 2,899m

Fee and operation hour Information

営業期間

5/29
（土）
〜11/14
（日）

【リフト料金】
Lift fee
大人

子供

Adult

Child

（中学生以上） （小学生）

お得な
webチケット

Discount online tickets

パノラマリフト
Panorama Lift

当日窓口料金

Prices for same-day tickets
are available at the entrance.

幼児

（３歳以上）
Infant

1,500円 1,000円 800円
1,800円

1,200円

1,000円

※webチケットはご利用日前日までにお買い求めください。
※Online tickets must be purchased at least one day before your visit.
※webチケットは外部サイトでの販売となります。
※Online tickets can be purchased on third-party websites.

【リフト営業時間】Lift operating hours

パノラマリフト

デイキャンプ

Panorama Lift

Day Camp by Kiyosato Terrace

5/29〜7/2

9：30〜16：00
（上り最終 15：30）

7/3〜7/31
8/17〜11/14

9：00〜16：30
（上り最終 16：00）

8/1〜8/16

8：30〜16：30
（上り最終 16：00）

※天候により予告なく営業時間が変更となる場合がございます。
※Operating hours are subject to change without prior notice in bad weather conditions.

2022年
新エリアOPEN！

2022年 4月下旬 新エリア登場!!
アクティブゾーン（仮称）

※2021年グリーンシーズンは
入ることはできません。

Active zone

新アトラクション登場!
絶景をかけ下りる
爽快アトラクション
わんわん広場
（ドッグラン）

センターハウス
Center House

Presenting a new,
must-see attraction!
A great attraction
with a splendid view
on the slopes

イメージ

チルゾーン（仮称）
Chill zone

駐車場1,200台無料

Free parking lot for 1,200 cars

「のんびり何もしないのがいい」
草原の木陰で1日を過ごす
・レストラン サンダンス
・清里ベーカリー・清里マルシェ

A day just relaxing in the
shade of a tree on a grassy
field

イメージ
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