
日本で唯一の『山岳フィールド ラグジュアリーリゾート』
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Experience
標高 1,200mの絶景フィールドで味わう魅惑的な大自然

Spring

Summer

Autumn

Winter

春

夏

秋

冬

MORGENROT

STARRY SKY

モルゲン
ロート

星 空
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Hakuba Hospitality

カモシカ
ラウンジ

たき火
バー

Terroir Cuisine

He studied in Italy for 6 years, becoming experienced mainly in 
starred restaurants. He had worked for BULGARI IL RISTORANTE 
before becoming the head chef of FIELD SUITE HAKUBA.

シェフ  鈴木 伸悟  

Chef   Shingo Suzuki

６年間イタリアで修業し、星付きレストランを中心に豊富な経験を積む。
2017年より東京・銀座のブルガリ・イル・リストランテに勤務。
2018年よりFIELD SUITE HAKUBAのシェフに就任。

KAMOSHIKA LOUNGE

TAKIBI BAR
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※白馬八方温泉は『美肌の湯』と呼ばれる日本屈指の強アルカリ温泉です。
　お身体を癒やすとともに、お肌がすべすべになっていくことを実感いただけます。

テーブル&チェア、ツインベッド、Wi-Fi、充電用コンセント、冷暖房、シンク、ミニバー
やアメニティなどをとりそろえております。
Equipped with a table, chairs, a twin bed, Wi-Fi, an outlet for charging, 
an air-conditioning and heating unit, toiletries, complimentary coffee, etc.

ROOMS

Tented Room

テントルーム　

Jyubako Suite

住箱スイート　

テーブル&チェア、インドアソファ、ハリウッドツインベッド、Wi-Fi、充電用コンセント、冷暖房、シンク、
トイレ&シャワールーム、ミニバーやアメニティなどをとりそろえております。
Equipped with a fable, chairs, Hollywood-style twin beds, sofa, a shower, a toilet, Wi-Fi, an outlet for charging, 
toiletries, an air-conditioning and heating unit, complimentary coffee, etc.

※Hakuba Happo Onsen is a strong alkaline hot spring with abundant nature’s 
　beauty mineral. Having a natural thermal hot spring helps you relax and rejuvenate.

八方温泉HOT SPRING

客室設備

客室設備
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Day1 Day2

・専用バギーでお部屋までご案内いたします。

1. ラウンジでのフリードリンク　　　2. 高原マッサージ（オプション・別料金）
3. 森のトレイルガイドツアー　
4. 温泉ご利用：チェックイン後～23:00、日の出～8:00amまで

7. 熱気球からご来光を眺める（オプション・貸切・別料金）

12. プライベートカヌーランチ（オプション・別料金）　13. 八方池トレッキング
14. 北尾根高原プライベートデッキ　15. 思いのままのスタイルで

8. ネイチャーフラワーパーク 　　　　9. トレイルウォーキング
10. 11. ウッドデッキでのんびり リラックス&カフェタイム

Itinerary 　～ ご滞在モデル ～

・スタッフが長野駅でお待ちしております。お車のお客様は白馬八方尾根山麓
にてお待ちしております。

5. 静かな夕暮れの自然の中で食前酒
6. ダイニングテント内にセッティングされたディナーテーブル

FIELD SUITE HAKUBA
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WINTER SEASON

10

Movie

スケジュール Schedule

各宿泊施設までお迎え。
リフトに乗り、雪の中のグランピングフィールドへ。
たき火を囲んで食前酒をお楽しみの後、暖かいお部屋で
フルコースディナー。
（5品・ワインペアリング付 ※ノンアルコールもご用意）
雪の中のたき火バーでひとときをお過ごしいただきます。
スノーキャット（雪上車）に乗って、白馬村の夜景や
星空を鑑賞しながら帰路へ。
各宿泊施設までご送迎。

16:15～

17:00

19:00
19:30

20:00～

16:15～

17:00

19:00
19:30

20:00～

Après & Dining

（事前予約制）  9:00 ～ 15:00
デイユース

お部屋プラン

（定員9名・事前予約制）

（事前予約制） 
- k o t a t s u -

お食事付きプラン

Pick up from your accommodation.  
Ride a chairlift to the glamping field.

Aperitifs/beverage by a Takibi bonfire.  
Fine dining experience in a warm dining room．
(5 courses with paired wines ※We also have non-alcohol drinks.)

Relax and unwind by the bonfire in the snow.
Depart the mountain on a snow cat gazing at the starry sky 
and illuminated night view overlooking Hakuba village.
Drop off at your accommodation

Up to 5 people (recommended)Period of Use Maximum

5 名様までを推奨 9:00 ～ 15:00ご利用時間 ご利用人数

 11:00 ～ 15:00 4 peoplePeriod of Use Maximum

2～4 名様 11:00 ～ 15:00ご利用時間 ご利用人数

〒399-9301　
長野県北安曇郡白馬村 八方尾根 北尾根高原内
Kitaone Kogen, Happo-One, Hakuba-mura, Kitaazumi-gun, Nagano Pref, Japan
TEL  :  090-2524-4555       E-Mail  :  fsh@happoone.co.jp

ACCESS

MAP


