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フォレストリゾートコニファーいわびつは山の中腹にある一件宿です。 

大自然に囲まれた 5 万 6 千坪の敷地内には遊歩道があり、オリエンテーリ

ング等にもご利用いただいています。街から離れているためとても静かで

夜には照明に邪魔される事がなく、どの季節でも満天の星空を楽しむ事が

できます。 

ホテル周辺ではハイキングや登山を楽しむ事もできます。 

真田の出城として活躍した岩櫃城（2019 年国指定史跡）があった岩櫃山

【イワビツヤマ】（802m）は山頂まで行くと 360 度見渡せる眺望です。 

滝峨山【リュウガサン】（530m）【通称：観音山】には、約 20m の不動

滝があり滝つぼまで降りることができます。滝峨山には観音様がいたる所

に安置されており神秘的な雰囲気が漂い、地元では観音山と呼ばれ親しま

れています。どちらの山もホテルから登山口まで徒歩 20 分程度です。 

コニファーいわびつで自然の魅力を存分に味わってください。 

  

コニファーいわびつ 支配人 福村     

コニファーいわびつ 

教育旅行のご案内 

TEL：0279-68-5338／FAX：0279-68-5417 

e-mail : info@iwabitsu.co.jp 
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コニファーいわびつ 施設概要 
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お部屋案内（本館） 

客室番号 客室名 タイプ 広さ 定員数 備考

201 さざんか 和室 38㎡ 5名

202 すいせん 和室 38㎡ 5名

203 やまゆり 和室 38㎡ 5名

204 りんどう 和室 38㎡ 5名

205 ライラック 洋室 32㎡ 4名

206 コスモス 洋室 32㎡ 4名

207 アイリス 洋室 32㎡ 4名

208 パンジー 洋室 32㎡ 4名

301 あけぼのすぎ 和室 38㎡ 5名

302 けやき 和室 38㎡ 5名

303 ひのき 和室 38㎡ 5名

304 こぶし 和室 38㎡ 5名

305 かりん 和室 38㎡ 5名

306 あんず 和室 38㎡ 5名

307 やまぶどう 和室 38㎡ 5名

308 ひめりんご 和室 38㎡ 5名

309 あけび 和室 38㎡ 5名

310 おおぐま 洋室 25㎡ 2名

311 こぐま 洋室 25㎡ 2名

312 こと 洋室 25㎡ 2名

313 はくちょう 洋室 25㎡ 2名

314 ペガスス 洋室 25㎡ 2名

315 カシオペア 洋室 25㎡ 2名

316 オリオン 洋室 25㎡ 2名

317 こいぬ 洋室 25㎡ 2名
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お部屋案内（ログハウス） 

ログハウスご利用に関してのお願い 

 

◼ 備え付け品を他の棟より移動された場合は、必ず元の棟にお戻し下さい。 

◼ 食器等を使用した場合は、洗浄し元の位置にお戻し下さい。 

◼ お湯の温度設定は、電子レンジの横にあります。（風呂･流し･洗面所 共通） 

◼ 掃除用具は、玄関脇の掃除用具入れにあります。 

◼ ゴミの分別にご協力下さい。 

１．可燃物（紙、ビニール、生ゴミ、プラスチック等） 

２．不燃物（空き缶、金属類、無色・茶色のビン以外の雑ビン） 

  ３．不燃物（無色・茶色のビン） 

◼ ゴミ袋が足りない場合は、集めて置いていただければ結構です。 

◼ ごみは絶対に外へ置かないでください。カラス等が荒らします。 

 

 

※ ペットをお連れのお客様は別紙の注意事項をお守り下さい。 

※ 備品等の紛失・破損があった場合、実費請求する場合がございますので予めご了承下さい。 

※ その他詳しい案内は、インフォメーションブックをご覧ください。 

※ 建物の構造上・立地上、虫等の侵入を完全に阻止することはできません。予めご了承下さい。 
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団体体験プラン 

郷土料理体験教室（おきりこみうどん） 

木工体験教室 

※各種体験は8:00～17:00でご計画ください

所要時間（目安） 料金 実施場所 備考

山林散策（インストラクター付３人まで） 2時間 500円 敷地内遊歩道

野鳥観察　（　〃　） 2時間 500円 敷地内遊歩道

ハイキング（スタッフ２名同行） 2～3時間 無料 岩櫃山・観音山等

飯盒炊爨（カレーライス） 1,200円 飯盒炊爨場

おきりこみうどん 2時間半（食事含） 1,500円 食堂 ☆　※１

こんにゃく作り 1.5時間 1,000円 食堂

木工細工 1～1.5時間 1,000円～ 会議室等

歴史講話　 30～60分 １校5,000円 会議室等 20:00まで可

支配人による震災講話 30～60分 無料 会議室等 20:00まで可

キャンプファイヤー（通常） 40分 １校6,600円 キャンプファイヤー場

キャンプファイヤー（特大） 60～80分 １校11,000円 キャンプファイヤー場

バーベキューセット（施設代・食材・薪込） 2,500円 飯盒炊爨場

※１　朝食後、会場の準備時間のため１時間半かかります

※  　料金は基本１名料金です。

●自然体験

●郷土体験教室

●交流体験
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体験等 依頼確認書 
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お打合せ書 
返信年月日　平成　　　年　　　月　　　日

ご担当者様【　　　　　　　　　　　　　　　】

生徒 先生 介助・看護 写真 合計

宿泊日

ご引率責任者名

確認事項

開校式 　有　・　無 場所

チェックイン 　お部屋に入れるのは１４：００以降です。

チェックアウト 　お部屋は10：00までに空けてください。

履物 　館内は原則外履で大丈夫ですが、体育館使用時は体育館履き

　館内用スリッパ（客室備品）の用意はありません。

寝具 　洋室はﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ済、和室は敷布団にシーツを掛けてご使用ください。

　ご使用後は、すべてのシーツを外して畳んでお部屋に置いておいてください。

貴重品 　預かり　　　有　・　無

ルームキー 　使用する　・　使用しない

客室電話 　外線はつながりません。内線はお部屋番号でつながります。

客室テレビ 　取り外しはできません。

アメニティー 　基本用意がありません。ドライヤーは各部屋あります。

　※教職員方の部屋はタオル・バスタオル・歯ブラシ用意

非常口 　各階廊下突き当り

エレベーター 　原則階段をご利用ください。

入浴 　脱衣かご　　36個　　カラン　9個

　ご利用時間をお知らせください。

　露天風呂の使用　　　　有　・　無

水筒 　入れ替えの準備　　　　有　・　無 ※朝食時に用意します

飲み水 　当館のお水は飲料用に適しております。どこのお部屋蛇口からも飲料可

自販機 　使用する　・　使用しない

売店 　使用する　・　使用しない 予算を教えてください　￥

食事会場 　１階レストラン

夕食・朝食 　夕食は18：00以降です。　朝食は7：30以降です。

食物アレルギー 　いる　・　いない

昼食利用 　　有　・　無　　　　　１日目　　・　　２日目　　・　　３日目

名簿 　生徒の氏名・年齢・住所を明記した名簿を事前にお送りください。

お部屋割り 　出来次第お知らせください。

日程表 　出来次第お知らせください。

体験等 　施設に依頼する体験がある場合、別紙「体験等依頼書」でお申し込みください。

　講師の手配がありますので出来るだけ早くお申し込みください。

特記事項

学校又は団体名

　平成　　　年　　　月　　　日（　　）　～　　　　月　　　日（　　）　　　　泊　　　日

学校団体確認書

人
数
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教育旅行用学生団体食事メニュー（例） 

ハンバーグ・鳥照りチーズ焼・マーボー茄子 

お刺身２点盛り・エビフライとポテトサラダ  

蟹クリームコロッケ・フルーツ 

御飯・すまし汁 

１日目 夕食 

焼魚・玉子焼き・ハムとマカロニサラダ 

シュウマイと鶏の唐揚げと茹でキャベツ 

切り干し大根・納豆（たれ、からし）・海苔 

御飯・味噌汁 

2日目 朝食 

マカロニホワイトソースグラタン 

海老チリソース・豚肉の香草焼き 

お刺身２点盛り・ロールキャベツ 

サーモンと野菜のホイル焼き・フルーツ 

御飯・すまし汁 

2日目 夕食 

ベーコン、ウインナー・スクランブルエッグ 

コーンクリームスープ・スパゲティー 

ミックスベジタブル・カボチャサラダ 

ヨーグルト・ご飯 

3日目 朝食 
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アレルギー食品リスト（例） 

ブロッコリー、キャロット、デミグラスソース【ブイヨン・小麦粉・ラード・玉ねぎ・トマトペースト・

赤ワイン・砂糖・食塩・たん白加水分解物・香辛料・酵母エキス・カラメル色素・増粘剤（加工デンプン）・

調味料（アミノ酸等）・＊牛肉・大豆・豚肉を含む】

豆腐、茄子、鳥肉、豆板醤（唐辛子・そら豆・食塩・酒精）

海老、玉子、小麦粉、パン粉、ポテトサラダ【馬鈴薯・半固体状ドレッシング・人参・玉ねぎ・砂糖・

食塩・醸造酢・乳タンパク・香辛料・グリシン・酢酸Na・調味料（アミノ酸等）・増粘多糖類(原材料の

一部に卵、小麦、さけ、大豆を含む） 　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ（玉子、ﾋﾟｸﾙｽ、ﾊﾟｾﾘ、玉葱、砂糖、ｱﾐﾉ酸、ｻﾗﾀﾞ油）

わかめ、ネギ、かつお、醤油（小麦・大豆）、塩、ごま油

塩ます（さけ）

鶏卵、砂糖、澱粉（小麦）、みりん、清酒、鰹だし、食塩、醤油（大豆・小麦を含む）

しゅうまい【玉ねぎ、鳥肉、豚肉、豚脂、ゼラチン、粒状大豆たん白、砂糖、食塩、香辛料、たん白加水分解物、小麦粉、塩、たん白、調味料

、着色料】　キャベツ、鶏の唐揚げ【鶏肉、醤油、でん粉、砂糖、大豆油、食塩、香辛料、ﾁｷﾝﾐｰﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ、小麦粉、重曹】

ロースハム【豚肉、大豆、乳、卵たん白、食塩】

マカロニサラダ【マカロニ・半固体状ドレッシング・玉ねぎ・人参・砂糖・乳等を主要原料とする食品･食塩･食用植物油脂･

酵素･香辛料抽出物･調味料(ｱﾐﾉ酸等)･増粘剤(ｷｻﾝﾀﾝ）･(原材料の一部に卵､小麦､大豆を含む)】

大豆、納豆菌　たれ【醤油（小麦・大豆）・植物性蛋白加水分解物、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、

醸造酢、食塩、みりん、鰹エキス、砂糖、調味料（アミノ酸等）】

からし（からし、食塩、醸造酢、還元水飴、着色料（ウコン）、香辛料、増粘多糖類）

米　　/　　味噌、豆腐、ネギ、油揚げ　（大豆）

マカロニ（強力小麦粉・デュラム・小麦粉のセモリナ（着色成分）・鳥肉

ホワイトソース（生クリーム・バター・バターオイル・小麦粉・ショートニング・

でん粉・植物油脂・牛乳・玉ねぎ・食塩・砂糖・たん水加分解物・香辛料・大豆を含む）

豚ばら肉、クレイジーソルト（岩塩・ペッパー・オニオン・タイム）、セロリ、オレガノ

サーモン、玉葱、エノキ茸、バター（乳）、塩、胡椒

米

鰹節、塩、醤油(小麦･大豆)、葱、巻麩(小麦　グルデン）

米

ベーコン（豚肉、卵、乳、デンプン、香辛料）

ウインナー（鶏肉、豚肉、卵タンパク、乳タンパク、大豆タンパク、水あめ、でん粉、香辛料、乳清Caリン）

でん粉、香辛料、乳清Caリン）

鶏卵、脱脂粉乳加工品（脱脂粉乳・植物油脂・還元水飴・卵黄・加糖練乳・乳たん白）、植物油脂、

還元水あめ、バター、食塩、ゼラチン、脱脂粉乳、牛乳、加工澱粉、増粘多糖類、ソルビトール、

メタリン酸Na、調味料（アミノ酸）、カロチノイド色素（原材料の一部に大豆を含む）

発酵乳・無脂乳固形分・乳脂肪・生乳

コーン、牛乳、小麦粉、バター

デュラル小麦のセモリナ、植物性タンパク、たまねぎ、人参、ピーマン、ニンニク、

トマトケチャップ【トマト・砂糖・ぶどう糖果糖液・玉葱・香辛料】、トマトペースト、植物油脂、ショートニング、食塩、

マーガリン、砂糖、ウスターソース、香味油、食酢、デンプン

キャロット、とうもろこし、食塩、コショウ、グリーンピース

カボチャサラダ カボチャ､半固体状ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ､砂糖､卵白粉末､乳ﾀﾝﾊﾟｸ､ｸﾞﾘｼﾝ､酢酸Na､増粘多糖類､

調味料（アミノ酸等）､原材料の一部に小麦･大豆を含む

献立名 材料名

１

日

目

夕

食

御飯 米 (群馬県産）

ハンバーグ

牛肉、豚肉、玉葱、生姜、ニンニク、パン粉、牛乳、

玉子、ブラックペッパー、バター（乳）、ナツメグ、ポテト、

鳥照りチーズ焼
鳥もも肉、たれ（大豆小麦）醤油、砂糖、水あめ、味噌、ニンニク、調味料、増粘多糖類、

こしょう.生姜　ミックスチーズ（乳）

お刺身２点盛り 鮪、帆立、妻一式、大葉、わさび

マーボー茄子

エビフライとポテトサラダ　

蟹クリームコロッケ
牛乳　玉葱　無脂肪牛乳　蟹　小麦粉　コンソメパウダ（小麦　大豆　鶏肉）魚介のエキス　　生クリーム

食塩植物油　でん粉　粉末状植物性たん白　増粘剤　（原材料の一部に大豆鶏肉を含む）

すまし

フルーツ オレンジ　パイン

２

日

目

朝

食

（

和

）

焼魚

玉子焼き

シュウマイと鶏の唐揚げ

と茹でキャベツ

ハムとマカロニサラダ

切り干し大根 切干大根、人参、砂糖、醤油(小麦・大豆)、植物油脂、油揚げ(大豆)、食塩、昆布エキス、かつお節エキス、ソルビット（旨味調味料）

納豆・たれ・からし

海苔 のり、酵母エキス、ｿﾙﾋﾞｯﾄ、ｱﾐﾉ酸、増粘多糖類、ｿﾙﾋﾞｼk魚介ｴｷｽ（削り節海老昆布）原材料の一部に小麦・大豆・さば含む

御飯 　/　味噌汁　

夕

食

マカロニホワイトソースグラ

タン

豚肉の香草焼き

お刺身２点盛り 鮪、甘海老、妻一式、大葉、わさび

サーモンと野菜のホイル焼き

ロールキャベツ キャベツ、玉葱、干ぴょう、生姜、豚肉、つなぎ(卵白パン粉・小麦粉）、豚油、食塩、醤油、かつお調味料、トマトビューレ、大豆

海老チリソース 海老、ﾈｷﾞ、ｹﾁｬｯﾌﾟ（ﾄﾏﾄ・砂糖・ぶどう果糖液）、豆板醤（唐辛子・そら豆・食塩・酒精）、砂糖、淡口醤油（小麦・大豆）、卵白、片栗粉

フルーツ バナナ

３

日

目

朝

食

（

洋

）

御飯

ベーコン　ウインナー

スクランブルエッグ

ヨーグルト

コーンクリームスープ

スパゲティー

ミックスベジタブル

御飯

すまし
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レストラン座席表（案） 

最大 ： 生徒98名 先生10名 
総席数   席 

柱 柱

10人 10人

柱 ２６人 ２６人 ２６人 柱

先生

10人 10人

柱 柱

入口
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所轄官庁・医療機関リスト 

【所轄官庁】 

吾妻警察署   0279-68-0110 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 21-1 

吾妻広域消防署 0279-68-0119 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 35 

吾妻保険福祉事務所(保健所) 

 0279-75-3303 群馬県吾妻郡中之条町西中之条 183-1 

 

【医療機関】 

原町赤十字病院 2079-68-2711 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町 698 

吾妻さくら病院 0279-75-3055 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町 782-1 

けんもち医院 0279-75-5155 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町 837-1 

田島病院 0279-75-3350 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町 1782 

神辺歯科医院 0279-68-2390 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 5061 

矢島歯科医院 0279-68-2010 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 568-1 

キャンセル料 

不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 20日前 30日前

14名まで 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15～30名まで 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

31名～100名まで 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0%

101名以上 100% 100% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 10%

（注）1.  ％は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 　

2.  契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、１日分(初日)の違約金を収受します。

3.  団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)

　における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

契約解除の通知を受けた日

契

約

申

込

人

数


