
保養施設のご案内
Vista Resort 2023

コニカミノルタ健康保険組合
コニカミノルタ健康保険組合専用ホームページ

ご予約・メールマガジンの登録はこちら http://vista-resort.com/km-kenpo



エリア・設備INDEX
甲信地区赤

黄 関東地区

緑 東海地区

青 近畿地区
※注…表記料金は税込価格、温泉施設は別途入湯税あり

メープルコート軽井沢

●軽井沢ショッピングプラザ
●旧軽井沢通り
●雲場池

【客室数】 和室６室  定員４名　和洋室２室  定員５名
【交　通】 JR長野新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より車５分
【所在地】 〒���-����  長野県北佐久郡軽井沢町長倉��-���

TEL FAX0267-42-2358
karuizawa@vista-resort.com

0267-42-0523

長野県
軽井沢

１泊
２食付

見どころ

軽井沢 ブレッサ千ヶ滝長野県
中軽井沢

●ハルニレテラス
●鬼押出し園
●軽井沢おもちゃ王国

【客室数】 和室６室  定員３～４名　洋室�室  定員２名
【交　通】 しなの鉄道「中軽井沢駅」より車６分
【所在地】 〒���-����  長野県北佐久郡軽井沢町長倉����-���

１泊
２食付

TEL FAX0267-45-5001
sengataki@vista-resort.com

0267-46-8330

見どころ

奥日光荘栃木県
奥日光

●華厳の滝
●日光東照宮
●戦場ヶ原

【客室数】 和室４室  定員２～６名　※トイレなし
【交　通】 東武日光駅より東武バス��分「丸山バス停」停留所降車徒歩�分
【所在地】 〒���-����  栃木県日光市中宮祠丸山����

１泊
２食付

TEL FAX0570-040809
info@vista-resort.com

03-3295-1066

見どころ

箱根  強羅荘神奈川県
強羅

●強羅公園
●箱根彫刻の森美術館
●箱根小桶園ユネッサン

【客室数】 和室８室  定員３～４名　和洋室２室  定員４名
【交　通】 箱根登山鉄道「強羅駅」よりケーブルカー「上強羅駅」降車徒歩�分
【所在地】 〒���-����  神奈川県足柄下郡箱根町強羅����-��

１泊
２食付

TEL FAX0570-040809
info@vista-resort.com

03-3295-1066

見どころ

箱根  金時荘神奈川県
早雲山

●大涌谷
●芦ノ湖
●金時山

【客室数】 和室７室  定員４名　※トイレなし
【交　通】 箱根登山鉄道「強羅駅」よりケーブルカー「早雲山駅」降車徒歩�分
【所在地】 〒���-����  神奈川県足柄下郡箱根町強羅����-���

１泊
２食付

TEL FAX0570-040809
info@vista-resort.com

03-3295-1066

見どころ

箱根 呼び声神奈川県
元箱根

●箱根神社
●芦ノ湖遊覧船
●箱根園

【客室数】 和室５室  定員４名
【交　通】 箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より箱根登山バス「元箱根」停留所タクシー�分
【所在地】 〒���-����  神奈川県足柄下郡箱根町元箱根��-��

１泊
２食付

TEL FAX0460-83-6409
yobigoe@vista-resort.com

0460-83-6212

見どころ

会議室 カラオケ 温泉

麻雀ルーム 卓球 テニス

サウナ エレベーター

�,���円～ �,���円～

�,���円～

�,���円～

�,���円～

�,���円～



御殿場  遊彩の樹静岡県
御殿場

●御殿場アウトレット
●富士サファリパーク
●御殿場高原時之栖

【客室数】 和室１３室  定員５名　※一部トイレなし 和洋室２室  定員５名
【交　通】 JR御殿場線「御殿場駅」より車１５分
【所在地】 〒���-����  静岡県御殿場市上小林����-��

１泊
２食付

TEL FAX0550-88-1551
gotenba@vista-resort.com

0550-88-1526

見どころ

京都  南禅寺倶楽部京都府
南禅寺

●南禅寺
●哲学の道
●清水寺

【客室数】 和室４室  定員４名　和洋室１室  定員６名
【交　通】 地下鉄東西線「蹴上駅」より徒歩７分
【所在地】 〒���-����  京都府京都市左京区南禅寺福地町��

１泊
２食付

TEL FAX075-752-3211
nanzenji@vista-resort.com

075-752-3240

見どころ

【客室数】 和室３室  定員最大８名まで利用可　【駐車場】 ３台駐車可 
【交　通】 メープルコート軽井沢より車１０分
【所在地】 〒���-����  長野県北佐久郡軽井沢町大字発地大平���-���

ききみみ荘長野県
軽井沢 １泊

●軽井沢ショッピングプラザ
●軽井沢タリアセン
●風越公園

TEL 0570-040809

見どころ

慶野松原 淡路荘 汐彩兵庫県
淡 路

●鳴門海峡渦潮観潮
●灘黒岩水仙郷
●淡路ワールドパーク

【客室数】 和室１０室  定員４名　※トイレなし
【交　通】 神戸淡路鳴門自動車道西淡三原ICより車１０分
【所在地】 〒���-����  兵庫県南あわじ市松帆古津路����

１泊
２食付

TEL FAX0799-36-0223
awaji@vista-resort.com

0799-36-2016

見どころ

ルミエール伊豆静岡県
中伊豆

●修善寺
●虹の郷
●韮山反射炉

【客室数】 和室６室  定員３～４名　洋室３室  定員２名
【交　通】 伊豆箱根鉄道駿豆線「田京駅」より車１０分
【所在地】 〒���-����  静岡県伊豆の国市宗光寺���-��

１泊
２食付

TEL FAX0558-76-2245
izu@vista-resort.com

0558-76-4912

見どころ

ラフィーネ伊東静岡県
伊 東

●大室山
●城ケ崎海岸
●伊豆グランパル公園

【客室数】 和室５室  定員２～７名　洋室１室  定員２名
【交　通】 JR伊東線「伊東駅」より車５分
【所在地】 〒���-����  静岡県伊東市瓶山�-�-��

１泊
２食付

TEL FAX0557-37-4650
r-ito@vista-resort.com

0557-32-1337

見どころ

貸別荘タイプ

ききみみ荘ご利用にあたって

※こちらの施設は、��月から翌�月中旬までは施設保守のため休館とな
ります。

こちらの施設は貸し別荘タイプの施設となっており、全てのお客
様のスタイルに合わせたご利用が可能な施設となっております。
ご予約は電話のみの受付となっており、お支払方法は事前入金
制となります。
その他、施設に関するお問い合わせはビスタリゾート予約センタ
ーまでご連絡ください。

ビスタリゾートLINE公式アカウン
トのトーク画面下にある、安心＆
便利なサービスメニュー内の「施
設のご予約はこちら」をPUSH！

気軽に!LINEから予約できる♪
ビスタリゾートLINE公式アカウント

�,���円～

�,���円～

�,���円～

�,���円～

�,���円～

��，���円～



ビスタリゾート予約センター

平日10：00～17：00（土日・祝日休業）
※営業時間外のFAXは翌営業日に回答します。

※所有施設の場合は発生日並びに金額が異なる場合がございます。予約センターまでお問い合わせください。

（※ご予約方法については裏面下部をご確認ください。）

ご予約はご利用日の３ヶ月前の同日10：00より承ります。
但し、特定期間のご予約は抽選となります。※特定期間は裏面参照

営業時間

B区分A区分
裏面の料金区分カレンダーを参照ください

※A・B・C区分の料金は裏面参照
※小学生 大人料金の��％　幼児（４歳以上の未熟学児）　大人料金の５０％
※所有施設の場合は、上記の料金の限りでは御座いません。

日曜：祝祭日の前日及び
�月��日～�月�日

ビスタリゾートが定める特定の期間

C区分
ビスタリゾートが定める特定の期間
�月��日～�月�日、�月�日～��日

��月��日～�月�日

当日連絡なし 前  日 ２～３日前（C区分期間は10日前より）当日（15：00まで）連絡あり

１泊２食付き以外のプラン（夕食プランや朝食プラン）を希望される場合は電話のみの受付となっております。
原則、２名様以上からご予約承ります。予約センターまたはご利用施設までお気軽にお問い合わせください。

先着受付開始初日のご予約については予約センターへの電話受付のみとさせていただきます。

所有施設以外で和洋室及びブレッサ千ヶ滝の洋室を利用する場合は別途室料（3，300円）が発生します。
予めご了承ください。

ご利用区分は下記のようになります。

ご予約はこちら

キャンセルについて

ご予約にあたっての注意事項

0570-040809

100% 80% 50% 20%



ビスタリゾート

TEL：0570-040809　FAX：03-3295-1066
※営業時間：��：��～��：��　土日祝日休業
※営業時間外のFAX予約お申込は翌営業日に回答いたします。

ビスタリゾート 2023年4月～2024年3月 料金区分カレンダー

A区分 B区分（A区分の＋1,100円税込） C区分（A区分の＋2,200円税込）

エリア/施設名 A区分 B区分 C区分 施設電話番号
※表示は大人�泊�食付の値段（税込）

メープルコート軽井沢

軽井沢 ブレッサ千ヶ滝

箱根 強羅荘

箱根 呼び声

箱根 金時荘

奥日光荘

御殿場 遊彩の樹

京都 南禅寺倶楽部

ルミエール伊豆

慶野松原 淡路荘 汐彩

6,050円

8,250円

6,050円

7,150円 8,250円

7,150円 8,250円

7,150円 8,250円

6,050円

9,350円 10,450円

7,000円 7,000円 7,800円

0267-42-2358

0267-45-5001

0570-040809

0460-83-6409

0570-040809

0570-040809

0577-37-4650

0550-88-1551

075-752-3211

0558-76-2245

0799-36-0223

ききみみ荘 26,400円 35,200円 44,000円 0570-040809

甲信
地区

関東
地区

東海
地区

近畿
地区

貸

ラフィーネ伊東

…温泉施設。別途入湯税あり　※京都南禅寺倶楽部のご利用につきましては、別途宿泊税あり。

直営施設の予約・お問合せ先

オンライン

各法人専用ホームページより
ご予約下さい

現地予約

TEL/FAX
各施設案内参照
※不定休あり

金木水火月 土日

654321
7 8 131211109
14 15 2019181716
21 22 2726252423
28 29 3130

金木水火月 土日

321
7654 8 109
14131211 15 1716
21201918 22 2423
28272625 29 30

2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月

2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月

2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月

金木水火月 土日

1
76543 82
1413121110 159
2120191817 2216
2827262524 2923

30

金木水火月 土日

1
76543 82
1413121110 159
2120191817 2216
2827262524 2923

3130

金木水火月 土日

54321
76 8 1211109
1413 15 19181716
2120 22 26252423
2827 29 3130

金木水火月 土日

21
76543 8 9
1413121110 15 16
2120191817 22 23
2827262524 29 30

金木水火月 土日

65432 71
8 131211109 14
15 2019181716 21
22 2726252423 28
29 3130

金木水火月 土日

4321
765 8 11109
141312 15 181716
212019 22 252423
282726 29 30

金木水火月 土日

21
76543 8 9
1413121110 15 16
2120191817 22 23
2827262524 29 30

31

金木水火月 土日

654321
7 8 131211109
14 15 2019181716
21 22 2726252423
28 29 3130

金木水火月 土日

321
7654 8 109
14131211 15 1716
21201918 22 2423
28272625 29

金木水火月 土日

21
76543 8 9
1413121110 15 16
2120191817 22 23
2827262524 29 30

31

※専用ホームページのない場合、
　電話・FAXをご利用ください。

抽選期間のご案内
GW抽選期間

夏季抽選期間

年末年始抽選期間

�月��日（水） ��：��より

�月�日（火） ��：��より

��月�日（木） ��：��より

宿泊分 抽選受付 抽選結果発表 先着受付

※抽選結果の発表は当落に関わらずご連
絡致します。先着受付が始まってからも連絡
がない場合は必ずお問い合わせください。

�月�日（土）

�月��日（土）

�月�日（水）

�月��日（土）

�月�日（土）

��月��日（金）

～

～

～

 �月�日（月）

�月��日（月）

��月��日（木）

 �月��日（火）

 �月��日（火）

��月��日（金）

�月��日（月）

�月�日（月）

��月�日（木）

～

～

～

※年末年始のみ

祝日法の改定により、祝日・休日が変更になることがあります。
それに伴い料金区分が変更になることがあります。予めご了承ください。

9,900円 11,000円 12,100円



FAX予約申込書

ビスタリゾート予約センター（FAX：03-3295-1066）
直接、施設又はビスタリゾート予約センターにFAXでお申し込みください。

（※コピーしてお使いください）

申込日　　　 年　 　月　 　日

契約法人番号 / 会員名 ���-����　コニカミノルタ健康保険組合

区分 ※チェックをつけてください 被保険者 被扶養者 OB / OG その他 （　　　　　　　）

保険証記号 / 番号 / 他

申込者名

電話番号

FAX番号

カタカナ

携帯番号

E-mailアドレス

住所
（自宅・勤務先）

予約通知書送付方法 E-mail FAX 郵送 その他 （　　　　　　　） ※�つチェックをつけてください

※FAX番号・E-mailアドレス・住所は予約通知書の送付方法で必要な方のみご記入ください。

申込希望日　（出来るだけ複数のご希望日をご記入ください）

希望宿泊日

第一希望

第二希望

第三希望

年　　　月　　　日 ～　　　泊　　　日

年　　　月　　　日 ～　　　泊　　　日

年　　　月　　　日 ～　　　泊　　　日

交通機関

ご希望のプラン

車 電車 ※チェックをつけてください 到着予定時間

ご希望のお部屋プラン

※ご希望がない場合は通常の�泊�食付きプランになります。 ※チェックインは��：��からとなります。

お部屋割り・利用者合計
�部屋目 大人男性　　　名 大人女性　　　名 小学生　　　名 幼児（�才以上）　　　名 乳児（�才未満）　　　名

�部屋目 大人男性　　　名 大人女性　　　名 小学生　　　名 幼児（�才以上）　　　名 乳児（�才未満）　　　名

�部屋目 大人男性　　　名 大人女性　　　名 小学生　　　名 幼児（�才以上）　　　名 乳児（�才未満）　　　名

�部屋目 大人男性　　　名 大人女性　　　名 小学生　　　名 幼児（�才以上）　　　名 乳児（�才未満）　　　名

※�部屋以上お申込みの場合は、お問い合わせくださいませ。
※宿泊は�才以上が料金対象になります。 （�歳未満は添い寝）

※ご利用の�日間前よりキャンセル料が発生いたします。 （特定期間は��日前からになります）
※大人・小学生・幼児の違いはお食事の内容の違いとなります。 （幼児はお子様ランチとなります。）

※その他ご要望などが御座いましたらお書きください。

アレルギー食材有無

有り　・　無し
アレルギー食材を記載してください

※お預かりした情報に関しては、当ご予約・ご利用のみに利用させていただき、他の目的には一切利用いたしません。
※営業時間��：��～��：��　土日祝祭日休業　営業時間外のFAX予約お申込は翌営業日に回答いたします。

〒���-���� 東京都千代田区神田美土代町��-��　ニチヨビル�F
TEL：����-������

希望宿泊施設


