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森の中の温泉と
旬の料理でリフレッシュ！
五感で楽しむ星空リゾート
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森の中の温泉と
旬の料理でリフレッシュ！
五感で楽しむ星空リゾート

３歳以下、弘前市民、
ロマントピア宿泊者は無料

お好きなコースを1回ごとに500円のお会計な
ので気軽に参加できます。
※毎月レッスン曜日、時間が変わります。教育関連や
祝祭日でお休みする場合もあります。
※各回ともに定員になり次第締め切らせていただきます。
　【ご利用前に前もってご確認ください】

●水中ウォーキング　　●水中エアロ
●アクアトレーニング　●成人スイミング

ロマントピアプール成人向け教室

入会金・年会費無料！

【営業時間】
ランチ 11：30～14：00
※2022年度のランチは土日祝祭日のみ営業予定。
夕食　 18：00～
食事ラストオーダー　19：30
ドリンクラストオーダー　20：30
【定 休 日】
不定休　お問い合わせください。

一度のぞいたら、
また見たくなる
新しい世界を体験

12月下旬
オープン予定

今年度の営業詳細は直接お問い合わせ
ください。
そうまロマントピアスキー場
TEL：0172-84-2020
https://www.hyakuzawa-ski.com/soma.html

今年度の営業詳細は直接お問い合わせ
ください。
そうまロマントピアスキー場
TEL：0172-84-2020
https://www.hyakuzawa-ski.com/soma.html

おいしい料理で、楽しいひと時を
お過ごしください。

温水プール

バーベキューハウス 
［全７棟］

天文台「銀河」

大人数バーベキュー施設
「ルピナス」 

スキー場

レストラン
「シリウス」（日帰り利用）

4/24以降土日祝に限り営業。11：00～16：00
【テーブル使用料】 1卓6人用 2,420円（税込）

4/24以降土日祝に限り営業。11：00～16：00
【使用料金】 1棟 4,840円（税込）

【営業時間】
■通常期間　4月1日～1月9日  　
　　　　　　3月19日～3月31日
　　　　　　13：00～22：00
　　　　　　最終入館　21：30
■冬 期 間　1月10日～3月18日
　　　　　　13：00～21：00
　　　　　　最終入館　20：30
【休 館 日】
不定休　お問い合わせください。
天文台「銀河」専用電話　0172-84-2233
■大人（高校生以上）200円
■小人（４歳以上）
　100円

パターゴルフ場 もくもくランド 野外ステージ

テーブル埋込型コンロ２台（鉄板・網付）
※炭、着火剤は付きません。

ガスコンロ型テーブル　
ジンギスカン鉄板
※麺類は鉄板の形状上、ご利用できません。

販売用　炭（3kg）　880円（税込）
着火剤　385円（税込）

※雨天時はご利用できません。
　その場合、キャンセル料はいただきません。

各棟20名様ま
で利用可能！！

各棟20名様ま
で利用可能！！

全27卓162名
様利用可能！！

全27卓162名
様利用可能！！

【営業時間】
10：00～19：00（閉館）
※遊泳時間 10：00～18：30
【休 館 日】 
5/26（木）・7/19（火）・9/12（月）～16（金）
10月以降毎週第３木曜日 他不定休 お問い合わせください。
【利用料金】大人 500円　シルバー会員（65歳以上）400円    
            　小学生 300円　幼児（3才～）150円 
※白鳥座／満天ハウス宿泊の方は無料利用（C/in日～C/out日15：00まで）

無料送迎承ります
※ ご希望の方は３日前までお電話にてご予約ください。
※ 相乗りをお願いする場合がございます。また、時期によって
　 送迎をできかねる場合もございますので予めご了承ください。

ご宿泊のお客様
※ ご予約時ご相談ください。

日帰り利用（湯ったり日帰りプランご利用）のお客様
※ 個人送迎（ハイエース 9名まで）ご利用金額合計税込　　　￥20,000以上 
※ 団体送迎（マイクロバス 24名まで）ご利用金額合計税込　￥60,000以上 
※ 個人送迎は弘前市内 団体送迎は片道1時間30分圏内



選べる浴衣を
ご用意いたしております。

15,110円～
（消費税・入湯税込）

祝い事、宵宮、お盆、仏事等のお集りに
ロマントピアのお料理はいかがですか？

※ご予約は３日前までにお願いいたします。
※10,000円（税別）より弘前市内に限り配達を承ります。
※ご予算に応じて承ります。

大浴場「アルビレオ」

■成　分
　ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
　（無色透明・塩味無臭）
■療養泉の一般的適応症
　神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、うちみ、くじき、
慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復、健康増進
■お風呂の種類
　大浴場、露天風呂（源泉かけ流し）、サウナ
■備　品
　ドライヤー、ボディーソープ、シャンプー、リンス

※入湯税（150円）込の価格です。
※１室２名様以上でご利用の場合の料金となります。
　ご利用日・ご利用人数により、宿泊料金が異な
ります。詳しくはお問い合わせください。
※旬和食膳プランに限り特別シーズン〔さくらまつり期
間・夏休み期間・年末年始〕は除かせていただきます。
※ご朝食は和・洋のバイキングがメインですが、ご宿泊
人数によって個人盛りでのご提供の日もございます。
※季節により料理内容が異なる場合があります。

運動の後は、温泉につかってゆっくりと。
露天風呂から眺める岩木山は最高です！
また、お得な回数券、個人会員制度もあ
りますので、ぜひご利用ください。

※入湯税（150円）込の価格です。
※各プランとも５名様より承ります。宴会場
のご利用となります。
※カラオケは15名様以上無料となります。
※原則土曜・日曜・祝日、昼の部11：00～
16：00のみ。ご案内の時間が多少異なる
場合があります。

牛バラ肉（150g）、豚肩ロース
（100g）、鶏肉（50g）、ウインナー
（２本）、ご飯、野菜、漬物、たれ

牛バラ肉（100g）、豚
肩ロース（50g）、ウイ
ンナー（２本）、ご飯、野
菜、漬物、たれ

お食事 温泉入浴休憩 タオルセット付 プール

温泉と旬の料理を堪能

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00

天然温泉やプール、地酒と郷土料理
が楽しめるレストランなどが魅力で
す。日常を忘れ、ゆったりとした時
を過ごせます。 

岩木山を一望できる、日帰りOKの天然温泉。
お部屋でゆっくり、楽しいひとときをお過ごしください。

用途に合わせて選べる、ホテルとコテージ 
星の宿 白鳥座（ホテル棟）全17室＋別棟ツイン2

和室10 和洋室7 別棟ツイン2

大自然をゆったり満喫

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00

森のコテージ 満天ハウス
全10棟（4人・6人・8人用あり）

森の中にたたずむコテージで静かな時を過
ごしたり、家族や仲間とワイワイしたり…
大自然の中で自由な空間を楽しめます。 

【ご利用時間】
日帰り利用　11：30～18：30（受付時間）
ご宿泊者　　 6：00～24：00
※9：30～11：30は清掃のためご利用できません。
【休 業 日】　不定休　お問い合わせください。

■小学生　2,750円（消費税込）

■幼　児　2,200円（消費税込）

●BBQハウス利用時は棟料金別途　1棟　4,840円（税込）［全７棟 １棟最大20名様まで ※雨天時はご利用できません］
●ルピナス 卓貸し　1卓　2,420円（税込）［全27卓 162名対応］

■小人　　1,980円
（消費税込）

宿泊
プラン

BBQ
食材付き
プラン

黒毛和牛A5（200ｇ）
サーロインステーキ
プラン

12,360円～
（消費税・入湯税込）

刺身舟盛りプラン

9,720円～
（消費税・入湯税込）

旬和食膳プラン

10,930円～
（消費税・入湯税込）

創作会席プラン

3,560円
（消費税・入湯税込）

十和田ガーリックポーク
陶板焼きプラン

4,660円
（消費税・入湯税込）

旬和食膳プラン

5,870円
（消費税・入湯税込）

2,530円（消費税込）

創作会席プラン

Aプラン

国産牛カルビ（120g）、豚肩ロース
（50g)、豚さがり（10０g）、ウイ
ンナー（２本）、ご飯、野菜、漬物、
たれ

3,300円（消費税込）Bプラン
国産牛カルビ（150g）、豚肩ロース
（100g）、牛さがり（100g）、ご飯、
野菜、漬物、たれ

4,730円（消費税込）Cプラン

※食材プランは３日前までのご予約制。
※土曜・日曜・祝日、昼の部11：00～16：00のみ営業（時間の延長はございません）。

盛皿や寿司、刺身、弁当などの宅配サービスも行って
おります。お気軽にお問い合わせください。

宴会などに便利な宅配サービスも
行っております！

選べる浴衣を
ご用意いたしております。

女性
限定

きき
ンンンンランンンラプラプラプププププ

食食食食食食
BBBBBB QQQQQQ

湯ったり

日帰り
プラン

宅配
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