謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
１ ログホテルラーチ ペア宿泊券（ツインルーム）
夏季（６月～１０月）
寄附金額１１万８０００円

２ ログホテルラーチ ペア宿泊券（ツインルーム）
冬季（１１月～５月）
寄附金額８万１０００円

【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
北海道産カラマツのログ（丸太）を使っ
た、本格的なログホテルです。４３平方メ
ートルの広い室内は、全室メゾネットタイ
プ（２階が寝室）です。
冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャ
ワー）トイレ付きです。高い天井には室内
温度を均一化するためのシーリングファ
ン、寝室には加湿器も備えられています。テラスからは、カラマツ林を透してかなやま湖が望めます。カラ
マツの温もりを感じていただきながら、ごゆっくりとお過ごしいただけます。エキストラベッドを使用します
と、３名様までご宿泊できます。
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）

【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
北海道産カラマツのログ（丸太）を使っ
た、本格的なログホテルです。４３平方メ
ートルの広い室内は、全室メゾネットタイ
プ（２階が寝室）です。
冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャ
ワー）トイレ付きです。高い天井には室内
温度を均一化するため のシーリングファン、寝室には加湿器も備えられています。テラスからは、カラマツ
林を透してかなやま湖が望めます。カラマツの温もりを感じていただきながら、ごゆっくりとお過ごしいただ
けます。エキストラベッドを使用しますと、３名様までご宿泊できます。近くの「かなやま湖保養センター」の
大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受取願います。）

《ご夕食は四季折々の味わいをお楽しみいただけるラーチオリジナルの創作フルコースディナーです》
《ご夕食は四季折々の味わいをお楽しみいただけるラーチオリジナルの創作フルコースディナーです》
☆夕食
かなやま湖風オードブル スープ 本日の魚料理 本日の肉料理 サラダ 特製デザート パン又はライス 紅茶又
はコーヒー
☆朝食
洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトのほか事前のご予約によって和食メニューに変更も可
能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。和食への変更はご宿
泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。

☆夕食
かなやま湖風オードブル スープ 本日の魚料理 本日の肉料理 サラダ 特製デザート パン又はライス 紅茶又
はコーヒー

☆朝食
洋食メニューになります。
パンと卵料理・ヨーグルトのほか事前のご予約によって和食メニューに変更も可能です。
和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。
和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。
ディナーの最終案内時間は 19：30 になります。

ディナーの最終案内時間は 19：30 になります。

※お料理につきまして、当ホテルの料理は魚・肉などを使用した洋食が主になります。菜食主義（ベジタリア
ン）のお客様や精進料理をご希望のお客様には対応しておりません。
【ログホテル ラーチ】

※お料理につきまして、当ホテルの料理は魚・肉などを使用した洋食が主になります。菜食主義（ベジタリア
ン）のお客様や精進料理をご希望のお客様には対応しておりません。
【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
３ ログホテルラーチ ペア宿泊券（コテージ）
夏季（６月～１０月）
寄附金額１６万２０００円

４ ログホテルラーチ ペア宿泊券（コテージ）
冬期（１１月～５月）
寄附金額１２万５０００円

【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。テラスか
らは、木々を透して「かなやま湖」が望
め、湖水まつりの花火を間近にお楽しみ
いただけます。コテージ・スタンダートは全
６棟。１階にリビングとキッチン、階段を
下りると５人様用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きで
す。ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。（料金別途）
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場
もご利用願います。
《２名様で広々としたとコテージをお使いいただき、お部屋にはウェルカムドリンクと豪華フルーツの盛合わ
せをご用意。コテージでゆったりとおくつろぎ頂き、ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースデ
ィナーをお楽しみいただくプランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、至高の
贅沢をお楽しみください。》
＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス
＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞
シェフのこだわり朝食

【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマツ
ツの本格的なログコテージです。
テラスからは、木々を透して「かなやま
湖」が望め、湖水まつりの花火を間近に
お楽しみいただけます。
コテージ・スタンダートは全６棟。
１階にリビングとキッチン、階段を下りると５人様用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがありま
す。冷暖房、シーリングファン付きです。ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願
います。（料金別途）
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場
もご利用願います。
《２名様で広々としたとコテージをお使いいただき、お部屋にはウェルカムドリンクと豪華フルーツの盛合わせをご
用意、コテージでゆったりとおくつろぎ頂き、ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽
しみいただくプランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、至高の贅沢をお楽
しみください。》
＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス
＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞
シェフのこだわり朝食

夕食の最終案内時間は 19：30 になります
【ログホテル ラーチ】

夕食の最終案内時間は 19：30 になります
【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
５ ログホテルラーチ
ペットと泊まろう♪ペア宿泊券（コテージ）
夏季（６月～１０月）
寄附金額１６万２０００円

６ ログホテルラーチ
ペットと泊まろう♪ペア宿泊券（コテージ）
冬季（１１月～５月）
寄附金額１２万５０００円

【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
テラスからは、木々を透して「かなやま湖」
が望め、湖水まつりの花火を間近にお楽
しみいただけます。
コテージ・スタンダートは全６棟。
１階にリビングとキッチン、階段を下り
ると５人様用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。
ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場も ご利
用願います。
《愛犬と一緒に 2 名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添
加ペットフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただ
くプランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅
沢をお楽しみください》

【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラ
マツの本格的なログコテージです。
テラスからは、木々を透して「かなやま湖」
が望め、湖水まつりの花火を間近にお楽
しみいただけます。
コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリ
ビングとキッチン、階段を下りると５人様
用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。
ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場
もご利用願います。
《愛犬と一緒に 2 名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添
加ペットフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただくプラ
ンです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅
沢をお楽しみください》

＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス

＜シェフおまかせスペシャルフルコース＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
◆ソムリエおすすめのワインをワンドリンクサービス

＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞
シェフのこだわり朝食

＜リッチな朝食で朝から優雅なひとときを＞
シェフのこだわり朝食

夕食の最終案内時間は 19:30 になります

夕食の最終案内時間は 19:30 になります
【ログホテル ラーチ】

【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
７ ログホテルラーチ
特別ディナー付ペア宿泊券（ツインルーム）
夏季（６月～１０月）
寄附金額１６万２０００円

８ ログホテルラーチ
特別ディナー付ペア宿泊券（ツインルーム）
冬季（１１月～５月）
寄附金額１４万７０００円

【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
北海道産カラマツのログ（丸太）を使っ
た、本格的なログホテルです。
４３平方メートルの広い室内は、全室メゾ
ネットタイプ（２階が寝室）です。
冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャ
ワー）トイレ付きです。高い天井には室内
温度を均一化するためのシーリングファン、寝室

には加湿器も備えられています。
テラスからは、カラマツ林を透してかなやま湖が望めます。カラマツの温もりを感じていただきながら、ごゆ
っくりとお過ごしいただけます。
エキストラベッドを使用しますと、３名様までご宿泊できます。
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）

【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
北海道産カラマツのログ（丸太）を使っ
た、本格的なログホテルです。
４３平方メートルの広い室内は、全室メゾ
ネットタイプ（２階が寝室）です。
冷暖房、ユニットバス、ウォシュレット（シャ
ワー）トイレ付きです。高い天井には室内温度を
均一化するためのシーリングファン、寝室には加湿器も備えられています。
テラスからは、カラマツ林を透してかなやま湖が望めます。カラマツの温もりを感じていただきながら、ご
ゆっくりとお過ごしいただけます。
エキストラベッドを使用しますと、３名様までご宿泊できます。
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》

＜お皿の上で南富良野を満喫＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
☆朝食
朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか、事前のご予約によって和食メニューに変更
も可能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。
和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。
夕食の最終案内時間は 19:30 になります

＜お皿の上で南富良野を満喫＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
☆朝食
朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか
事前のご予約によって和食メニューに変更も可能です。
和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。
和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。
夕食の最終案内時間は 19:30 になります

【ログホテル ラーチ】

【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
９ ログホテルラーチ
特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ）
夏季（６月～１０月）
寄附金額２０万６０００円

１０ ログホテルラーチ
特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ）
冬季（１１月～５月）
寄附金額１９万１０００円

【利用期間：6 月 1 日～
10 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
テラスからは、木々を透して「かなやま湖」
が望め、湖水まつりの花火を間近にお楽
しみいただけます。
コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリ
ビングとキッチン、階段を下りると５人様
用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。
ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。（料金別途）
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場も
ご利用願います。

【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
テラスからは、木々を透して「かなやま湖」
が望め、湖水まつりの花火を間近にお楽
しみいただけます。
コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリ
ビングとキッチン、階段を下りると５人様用寝
室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。
ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。（料金別途）
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場も
ご利用願います。

《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》
《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》

＜お皿の上で南富良野を満喫＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
☆朝食
朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか事前のご予約によって和食メニューに変更
も可能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。
和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。
夕食の最終案内時間は 19:30 になります
【ログホテル ラーチ】

＜お皿の上で南富良野を満喫＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶
☆朝食
朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか事前のご予約によって和食メニューに変更
も可能です。
和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。
和食への変更はご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。
夕食の最終案内時間は 19:30 になります。
【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
１１ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪
特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ）
夏季（６月～１０月）
寄附金額２０万６０００円
【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
テラスからは、木々を透して「かなやま湖」
が望め、湖水まつりの花火を間近にお楽
しみいただけます。
コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリ
ビングとキッチン、階段を下りると５人様用寝
室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シーリングファン付きです。
ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場
もご利用願います。

１２ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪
特別ディナー付ペア宿泊券（コテージ）
冬季（１１月～５月）
寄附金額１９万１０００円
【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
テラスからは、木々を透して「かなやま湖」
が望め、湖水まつりの花火を間近にお楽
しみいただけます。
コテージ・スタンダートは全６棟。１階にリ
ビングとキッチン、階段を下りると５人様用寝室、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレがあります。冷暖房、シー
リングファン付きです。
ペット同伴の棟数には限りがございますが、ご予約時にご相談願います。
近くの「かなやま湖保養センター」の大浴場を、無料でご利用いただけます。（必ずフロントで入浴券をお受
取願います。）
ホテル内には、コインランドリーもございますのでご利用ください。
コテージ前には普通車 2 台の駐車スペースがありますが、お車が 2 台を超える場合には、ホテル駐車場
もご利用願います。

《愛犬と一緒に 2 名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添
加ペットフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただ
くプランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅沢をお楽
しみください》
《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》

《愛犬と一緒に 2 名様で広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添
加ペットフードをプレゼント。ディナーは当ホテルシェフによるスペシャルフルコースディナーをお楽しみいただ
くプランです。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高の贅
沢をお楽しみください》
《贅沢をお楽しみいただく「シェフおまかせの特別フルコースディナー」プランです。》

＜お皿の上で南富良野を満喫＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶

＜お皿の上で南富良野を満喫＞
◆前菜①◆前菜②◆スープ◆本日の魚料理◆本日の肉料理◆旬のサラダ ◆特製デザート
◆パンまたはライス◆挽きたてコーヒーまたは紅茶

☆朝食
朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか事前のご予約によって和食メニューに変更
も可能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。和食への変更は
ご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。
夕食の最終案内時間は 19:30 になります。
【ログホテル ラーチ】

☆朝食
朝食は洋食メニューになります。パンと卵料理・ヨーグルトほか、事前のご予約によって和食メニューに変更
も可能です。和食メニューに変更をご希望の場合はご予約時にお申し付けくださいませ。和食への変更は
ご宿泊日の１週間前までにご連絡下さいませ。
夕食の最終案内時間は 19:30 になります。
【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
１３ ログホテルラーチ
コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用）
夏季（６月～１１月）
寄附金額１２万９０００円
【

【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】

広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
コテージ・スタンダートは全６棟。各コテー
ジに自炊設備を完備しております。
１階にリビングとキッチン、階下に５ベッ
ド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイ
レ、冷暖房、シーリングファン、加湿器付き。テラスでのバーベキュも可。
近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。）

１４ ログホテルラーチ
コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用）
冬季（１１月～５月）
寄附金額７万４０００円
【利用期間：11 月 1 日

～5 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
コテージ・スタンダートは全６棟。各コテー
ジに自炊設備を完備しております。
１階にリビングとキッチン、階下に５ベッ
ド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイ
レ、冷暖房、シーリングファン、加湿器付き。 テラスでのバーベキュも可。
近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。）

☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を丸々
お借りいただくプランです。

☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を丸々 お借り
いただくプランです。

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしくださ
い。

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしくださ
い。

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプ
ランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプ
ランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。
■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場も
ご利用願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。

■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場も
ご利用願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。

【ログホテル ラーチ】
【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
１５ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪
コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用）
夏季（６月～１０月）
寄附金額１２万９０００円
【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
コテージ・スタンダートは全６棟。各コテー
ジに自炊設備を完備しております。
１階にリビングとキッチン、階下に５ベッ
ド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、
冷暖房、シーリングファン、加湿器付きテラスでのバーベキュも可。
近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。）
☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を丸々
お借りいただくプランです。

１６ ログホテルラーチ ペットと泊まろう♪
コテージ１棟貸し・自炊プラン （２～５名利用）
冬季（１１月～５月）
寄附金額７万４０００円
【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
広さ 101 平方メートル、北海道産カラマ
ツの本格的なログコテージです。
コテージ・スタンダートは全６棟。各コテー
ジに自炊設備を完備しております。
１階にリビングとキッチン、階下に５ベッ
ド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイ
レ冷暖房、シーリングファン、加湿器付き
テラスでのバーベキューも可。
近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。）
☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を丸々
お借りいただくプランです。

《愛犬と一緒に広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加ペットフ
ードをプレゼント。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高
の贅沢をお楽しみください》

《愛犬と一緒に広々としたコテージをお使いいただき、ワンちゃんにはホテルで販売している無添加ペットフ
ードをプレゼント。ゆっくりとした時間の流れるかなやま湖の大自然に佇むコテージで、愛犬と一緒に至高
の贅沢をお楽しみください》

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプ
ランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。
■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場も
ご利用願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプ
ランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。
■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場も
ご利用願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。

【ログホテル ラーチ】

【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
１７ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し
ワーケーションプラン★５日間 （２～５名利用）
夏季（６月～１０月）
寄附金額５８万４０００円
【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬく
もりあふれる癒しの空間で、マイペースに
お仕事を♪5 日間のワーケーションプラン
です。広さ 101 平方メートル、北海道産
カラマツの本格的なログコテージです。コ
テージ・スタンダートは全６棟。各コテージ
に自炊設備を完備しております。１階にリ
ビングとキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、シーリングファン、加湿器付
き。テラスでのバーベキュも可。
近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。）

１８ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し
ワーケーションプラン★５日間 （２～５名利用）
冬季（１１月～５月）
寄附金額３５万円
【利用期間：11 月 1 日
～5 月 31 日】
喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬく
もりあふれる癒しの空間で、マイペースに
お仕事を♪5 日間のワーケーションプラン
です。広さ 101 平方メートル、北海道産カ
ラマツの本格的なログコテージです。コテー
ジ・スタンダートは全６棟。各コテージに自
炊設備を完備しております。１階にリビング
とキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、シーリンファン、加湿器付き。
テラスでのバーベキュも可。近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受
取願います。）

☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を丸々お
借りいただくプランです。

☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を
丸々お借りいただくプランです。

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしくださ
い。

☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしくださ
い。

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプ
ランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。
■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利用
願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つき
プランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。
■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場
もご利用願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。

【ログホテル ラーチ】

【ログホテル ラーチ】

謝礼（特産品）カタログ ３
宿泊商品等
１９ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し
ワーケーションプラン★７日間 （２～５名利用）
夏季（６月～１０月）
寄附金額７９万４０００円
【利用期間：6 月 1 日
～10 月 31 日】
喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬく
もりあふれる癒しの空間で、マイペースに
お仕事を♪
7 日間のワーケーションプランです。広さ
101 平方メートル、北海道産カラマツの本
格的なログコテージです。
コテージ・スタンダートは全６棟。各コテージ
に自炊設備を完備しております。
１階にリビングとキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、シーリングファ
ン、加湿器付き。テラスでのバーベキュも可。
近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。）
☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を丸々
お借りいただくプランです。
☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしくださ
い。
■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプ
ランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。
■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利用
願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。

２０ ログホテルラーチ コテージ１棟貸し
ワーケーションプラン★７日間 （２～５名利用）
冬季（１１月～５月）
寄附金額４６万７０００円
【利用期間：11 月 1 日

～5 月 31 日】
喧騒とは無縁の静かな森の中、木のぬく
もりあふれる癒しの空間で、マイペースに
お仕事を♪7 日間のワーケーションプラン
です。広さ 101 平方メートル、北海道産カ
ラマツの本格的なログコテージです。
コテージ・スタンダートは全６棟。各コテー
ジに自炊設備を完備しております。１階に
リビングとキッチン、階下に５ベッド、お風呂、ウォシュレット（シャワー）トイレ、冷暖房、シーリングファン、加湿器付
きテラスでのバーベキュも可。
近くの「かなやま湖保養センター」大浴場は無料（フロントで無料入浴券をお受取願います。）
☆コテージ・スタンダード（最大定員 5 名）またはコテージ・ワイド（最大定員 9 名）のログコテージ１棟を丸々 お借り
いただくプランです。
☆カラマツの森の囲まれた静かなコテージで、お友達や、ご家族との想い出に残るひと時をお過ごしくだ
い。

■お食事は含まれていませんので、お客様にご準備いただきます。夕食・朝食をご希望の場合は食事つきプ
ランでのご予約をお願い致します。
■自炊設備が揃っています。自炊用器具内容については、ご予約時にご確認下さい。
■春から秋までは、テラスでのバーベキューにも最適です。
（炭を含むバーベキュー用品のレンタルあり。一式￥3,000 税別 予約制）
■コテージ前には普通車２台の駐車スペースがありますが、お車が２台を超える場合には、ホテル駐車場もご利用
願います。
■ゴミの分別をお願いいたします。
【ログホテル ラーチ】

【ログホテル ラーチ】

