
藤乃煌 富士御殿場



◎施設概要

＜パブリックエリア＞
・ フロントキャビン（管理棟）
・ セントラルステーション （グループ利用可能な全天候型個室）
・ プレイエリア （遊具広場）
・ Ｓパーク （草原広場）
・ ドッグラン
・ ビバレッジステーション（喫茶・バー）

＜キャビン＞
・ デラックスキャビン 53.7㎡ （室内29.5㎡ デッキ24.2㎡）

・ グランデキャビン 68.5㎡ （室内44.3㎡ デッキ24.2㎡）

・ デラックス・ユニバーサルキャビン （同、デラックスキャビン 車椅子対応）

・ グランデ・ユニバーサルキャビン （同、グランデキャビン 車椅子対応）

・ グランデ・ドッグキャビン （同、グランデキャビン 専用ドッグラン付き/なし各1棟 居室内でも大型、小型犬と過ごせます）

・ デラックス・ドッグキャビン （同、デラックスキャビン 居室内でも大型、小型犬と過ごせます）

・ 藤乃スイート 153.4㎡ （室内44.3㎡ テラス109.1㎡）

客 室 数 ：１９棟（約54㎡～153㎡）
客 室 仕 様 ：全室独立型の建物
収 容 人 員 ：最大約92名(1ベッド2人利用時)

約46名(1ベッド1人利用時) 
敷地面積 ：約5,000坪
開業 ：2018年4月27日
所在地 ：静岡県御殿場市東田中3373-25
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◎施設の特徴
□すそ野まで広がる雄大な富士山を正面に眺めることができる

全19棟の独立型の建物で構成されています。

□各棟には冷暖房、シャワールーム、トイレを完備。開閉式のテント屋根を
備えたアウトドアテラスにはファイヤープレイス、ダイニングテーブル、
ハンモック、アウトドアバスを配置し、焚き火や自然の中での食事、
星空の下での入浴を楽しむことができます。

□広大な敷地には、人気のボーネルンド社の大型遊具を設置したプレイ
エリアや、ドッグランもあり、ご家族でもお楽しみいただけます。

□富士山の全景を目の前に望む土地でありながら都心から車で約1時間半、
御殿場ICより車で3分、人気の御殿場プレミアムアウトレットまで車で5分
と交通の便の良い場所に立地しています。

□2020年よりミニキッチンを全キャビンに設置。滞在スタイルの選択肢を
増やし、素泊まりも可能とすることでワーケーションにもご利用頂けます。
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飛行機でお越しの場合
BY THE SKY

ACCESS



◎ディナー
野趣あふれるアウトドア料理を、洗練されたコーススタイルでご用意する、「グランピ
ング・スタイル」、アメリカンスタイルのＢＢＱをご用意する「バーベキュー・スタイ
ル」の2コースをご用意しております。

【グランピング・スタイル】
アウトドア好きのホテル出身シェフが作る料理は
オードブルから始まるコーススタイル。野趣あふ
れるダッジオーブンは熱々のスープや炊込み料理
など季節毎のお楽しみ。ご自身で仕上げる豪快な
ステーキはお好みの焼き加減で。テーブル設営か
ら片付けまで、フィールドアテンダントにお任せ
ください。お食事中に着火する焚き火で食後のひ
とときもごゆっくり。

【バーベキュー・スタイル】
肉や魚介類、野菜類を大型のオーブングリルで
焼くアメリカンスタイルのBBQが楽しめます。
ダッジオーブンのスープも付きます。
フィールドアテンダントが食材を届けますので、
そのあとは自由にBBQタイムをお楽しみくださ
い。
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◎ブレック・ファースト
まるでキャンプの朝のよう。青空の下、ガスオーブングリルや
キャンパー御用達のシングルバーナーで作るサンドウィッチセットをご用意します。

朝食はご自身でクッキング。
全ての材料をピクニックバスケットに入
れてビバレッジステーションにてご用意
しておりますので、朝のお散歩がてらお
好きなタイミングでお越しください。
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◎メニュー例

Glamping Style MENU
【 オードブルサラダ】
アミューズ３種盛り

オリジナルサラダボトル

【 温 菜 】
静岡県富士宮産 ブラウンマッシュルーム

と魚介のアヒージョ

【 パン 】

【 スープ 】
丸ごと軍鶏の豆乳スープ

【 メインディッシュ 】
トマホークステーキ

(ＡＵＳ産ブラックアンガス牛 純血１００％ 骨付きリブロース)
ガーリックシュリンプ

野菜

【 焚火のデザート 】
スモア

マシュマロ チョコレート クッキー

Breakfast MENU
【メインディッシュ】
ホットサンド

富士湧水ポーク 御殿場高原ボロニアソーセージ
パスタサラダ

チェダーチーズ・トマト
サラダ菜・茹で卵

【本日のスープ】

【フルーツ】

【ヨーグルト】

【フルーツジュース】
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＜ファニチャー＞
・コンバーチブルソファ
・丸太のサイドテーブル
・ダイニングテーブル
・セーフティボックス
・ディレクターズチェア
・ハンモック
・アウトバス用パーテーション
・ファイヤープレイス

（薪、トング、グローブ、付き）
＜電気機器＞
・USBコンセント
・フロアスタンドランプ
・サーキュレーター
・電気ケトル
・バッテリーランタン
・静音型冷蔵庫
・マルチタスク・タブレット
＜オーディオ＞
・プロジェクター
・Bluetoothスピーカー
・Wi-Fi
＜キッチン器具＞
・ミニキッチン
・ガスオーブングリル
＜快適設備＞
・開閉式屋根付きウッドデッキ
・エアーコンディショナー
・レインシャワー付きシャワーブース
・大型のアウトドア・ジェットバス（露天風呂）
・温水洗浄式トイレ

◎客室/まるで別荘のような、全棟独立型キャビン
キャンプではない。ホテルでもない。

アウトドアの楽しみとインドアの安心を併せ持つ新しいリゾートの提案。

７

タイプ名 棟数 仕様 特徴

藤乃スイート
ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ

ｽﾀｲﾙ 41,000～ 2ベッド(140cm幅)+ｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ

（定員2～6名） 素泊 31,000～ 45㎡＋ウッドデッキ　計約153㎡

グランデキャビン
ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ

ｽﾀｲﾙ 31,000～ 2ベッド(140cm幅)+ｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ

（定員2～6名） 素泊 21,000～ 45㎡+ウッドデッキ  計約69㎡

デラックスキャビン
ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ

ｽﾀｲﾙ 28,000～ 1ベッド(180cm幅)+ｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ

（定員2～4名） 素泊 18,000～ 30㎡+ウッドデッキ　計約54㎡

ドッグスイートキャビン
ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ

ｽﾀｲﾙ 36,000～ 2ベッド(140cm幅)+ｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ

（定員2～6名） 素泊 26,000～ 45㎡＋ウッドデッキ　計約69㎡

料金

1棟
広いウッドデッキが特徴。富士
山の最前に位置。

１棟
室内でも愛犬と過ごせる、占有
ドッグラン付きキャビン。

10棟

カップル、又は小さいお子様連
れのご夫婦向け。
うち各1部屋ドッグキャビン、
ユニバーサルキャビン

7棟

ファミリーやグループ、ゆった
りご希望のカップル向け。
うち各1部屋ドッグキャビン、
ユニバーサルキャビン

(税別)



◎デラックスキャビン
カップルや小さなお子様連れに最適なキングサイズベッドを備えたキャビン。コンパクト設
計ながら、アウトドアデッキやインルームダイニングはグランデキャビンと同サイズを確保。

•＜定員＞2名～4名様（簡易ベッド使用時）
•＜キャビン＞9棟
•＜サイズ＞53.7㎡（室内29.5㎡ デッキ24.2㎡）
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◎グランデキャビン
ファミリーユースでもカップルでも。大型のベッドルームを備えたラージサイズキャビン

•＜定員＞2名～6名様（簡易ベッド使用時）
•＜キャビン＞６棟
•＜サイズ＞68.5㎡（室内44.3㎡ デッキ24.2㎡）
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◎藤乃スイート
居室から続く広大なテラス。うちとそとが融合されたアウトドアホテルのような新しい提案

•＜定員＞2名～6名様（簡易ベッド使用時）
•＜キャビン＞1棟
•＜サイズ＞153.4㎡（室内44.3㎡ テラス109.1㎡）
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◎ドッグキャビン（スイート・グランデ・デラックス）

愛犬と泊まれるドッグキャビン。グランデキャビンタイプのうち1棟は専用のドッグラン
を備えた愛犬家専用のスイート・キャビンです。

【グランデタイプ】
•＜定員＞2名～6名様（簡易ベッド使用時）
•＜キャビン＞２棟＊うち1棟は専用ドッグラン付
•＜サイズ＞68.5㎡（室内44.3㎡ デッキ24.2㎡）

【デラックスタイプ】
•＜定員＞2名～3名様
•＜キャビン＞1棟
•＜サイズ＞53.7㎡（室内29.5㎡ デッキ24.2㎡）
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◎ユニバーサルキャビン （グランデ・デラックス）

車椅子でのご利用に対応したキャビン。ウッドデッキへの段差を無くすだけでなく、トイ
レやシャワールームのドアも開口し手摺を設置。インルームダイニングと一体的にプライ
バシーを守ります

・グランデ・ユニバーサルキャビン １棟
・デラックス・ユニバーサルキャビン １棟
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◎パブリックスペースⅠ
【フロントキャビン】

到着・出発時の玄関口。ご到着時はお客
さまをスムーズにキャビンまでご案内。
ご自身のキャビンにてゆったりとお寛ぎ
頂きながらチェックインのお手続きを致
します。

【ビバレッジステーション】
アルコール類やソーダ類はもちろん、
手挽きのコーヒーもご用意しています。
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【セントラルステーション】
20名程度までのグループ利用に適した
ユーティリティーヴィラ。富士山目の前
のテラスを併設。
雨天時も安心のグランピングパーティが
叶います。



◎パブリックスペースⅡ
【Ｓ（エス）パーク】 （草原広場）

自然の起伏を生かした広場では
バドミントンやフリスビーなどで
皆様の笑顔がスパーク（煌く）します。
敷地の奥にはドッグランも。

【プレイエリア】
ボーネルンド社の大型遊具を３台設置。
子供たちはもちろん、たまに童心に返るのもお勧め。
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◎パブリックスペースⅢ

【テント】
敷地内のあちこちに点在する北欧のアウトドアメーカー「Nordisk 」のコットンテント。
アウトドア雑誌や飛び出す絵本のあるライブラリーから、冬季は薪ストーブを入れた
本格的なキャンプ体験ができる薪ストーブテントまでお楽しみいただけます。
また大人数を収容できるラージテントではイベントやグループでのご利用も可能です。
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◎送迎車

1960年代生まれのヴィンテージカー、フォルクス
ワーゲン・タイプ2（ワーゲンバス）をご用意。
JR御殿場駅、御殿場プレミアム・アウトレット、
東名御殿場ＩＣバス停の３か所より送迎致します。

＊整備等により代車の場合あり
16



◎アクティビティ
自然豊かな御殿場は遊びの宝庫。藤乃煌 富士御殿場周辺をはじめとした富士山麓エリア
を楽しむGOOUTアクティビティから、敷地内でもお楽しみいただけるINCABINアク
ティビティまで、様々なメニューをご用意。
地元の情報に精通したフィールドアテンダントスタッフにご相談ください。
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■■ご予約・お問合せ先■■

藤乃煌 富士御殿場 予約担当

［℡］050-3504-9933（９：00～1９：00）
［Fax］0465-43-8698

［✉］rsv-kirameki@fu-ji-no.jp

mailto:rsv-kirameki@fu-ji-no.jp

