エンゼルフォレスト那須白河

営業時間のご案内 2020年12月1日 ～ 2020年12月25日
2020.11.29

平日

店舗

総合フロント

土日祝

7:00～22:00

内容/料金

お手続き（チェックイン・チェックアウト）、その他各種お問合せ。

小型犬・中型犬・大型犬
ワンちゃん預かりルーム

7:00～22:00

彩光の湯

7:00～22:00
※日帰り入浴 21：00まで

屋内プール

大人

こども(3歳～小学生)

シルバー(60歳以上)

※1,200円(税込)

※600円(税込)

※800円(税込)

9:00～20:00

フロント

※日帰り温泉ご利用の方
14:00～以降入場

1日入場
ワンちゃん日帰り入場

10:00～17:00

屋内テニスコート

1頭目 1,100円(税込)
2頭目～ 550円(税込)

1頭目
2頭目～

550円(税込)
275円(税込)

※各種割引チケット対象外

ｃｌｏｓｅ

屋外テニスコート
屋内ドックラン
（屋内テニスコート利用）

ご宿泊者無料

1,100円(税込)/1頭/1時間

10:00～17:00
ご宿泊のお客様無料
※日帰りのお客様は入場料に含んでおります。

貸切ドックラン
※要予約

①9:00～ ②11:00～
③13:00～ ④15:00～
各90分間

日帰りキャンプ

10:00～17:00

売店

9:00～18:00

お土産、スナック類、菓子パン、酒類、各種ドリンク、たばこ等

アウトドアレンタル

7:00～18:00

テント、タープ、ランタン各種、チェアー、BBQグリル、などのキャンプ用品

スノーシューレンタル

10:00～16:00
（最終受付15:00）

レンタサイクル

8:00～17:00
（最終受付16:00）

1サイト（6名まで）

ショップ

フィッシング

1,500円(税込)/2時間

大人

こども(3歳～小学生)

600円(税込)/1時間

500円(税込)/1時間

降雪状況によって営業いたします

降雪状況によって貸し出し出来な
い 場合がございます。

シャワーブース
（小型風呂）

個室貸切温泉
（マイクロバブル付）
※事前予約制

モーニング

ランチ

ディナー

1,200円(税込)～

大人

こども(３歳～小学生)

1,500円(税込)/2時間～

1,500円(税込)/1日
前日売り

大人

7:00～17:00

レディース・シルバー(60歳以上)

※前日売り券購入のお客様は日の出から日没ま

3,000円(税込)/１日

4,000円(税込)/１日

前日売りレディース・シルバー

前日売り

3,500円(税込)/１日

2,500円(税込)/半日

でご利用いただけます。

レイクサイド
ダイニング
ラピーナ

1,500円(税込)/2時間

ジェルキャンドル

アクティビティ
センター

レストラン

こども(3歳～小学生)

10:00～16:00
ジェルキャンドル

ワンちゃん温泉

大人

各種民芸品絵付け 1,200円(税込)

民芸品絵付け
工作体験

4,000円(税込)

10:00～17:00
①10:00
③14:00

7:30～9:30
(最終入店9:00)

②12:00
④16:00

7:30～10:00
(最終入店9:30)

12:00～14:00
(最終入店13:30)

17:30～20:00
17:30～20:30
(最終入店19:30) (最終入店20:00)

20分

前日売り券は
アクティビティセンターで
ご購入下さい。

500円（100円硬貨専用・税込）

宿泊の方

日帰りの方

2,200円(税込)/90分

3,300円(税込)/90分

大人

こども(小学生)

幼児（3歳～小学生未満）

1,200円(税込)

800円(税込)

600円(税込)

バイキング又はセットメニュー ※ビジターでのご利用時はテイクアウトとなります。
（上記料金はお食事無しのプラン及び日帰りのお客様のビジター料金となります。）
テイクアウトメニューにて営業となります。
尚、内容は都合により変更になる場合もございます。予めご了承ください。

大人

こども(小学生)

幼児（3歳～小学生未満）

4,000円(税込)

2,800円(税込)

2,000円(税込)

バイキング ※ビジターでのご利用時はテイクアウトとなります。
（上記料金はお食事無しのプラン及び日帰りのお客様のビジター料金となります。）

【メンテナンスクローズのお知らせ】
１２月の第１週の火・水・木（月曜日は午前のみ営業）は、誠に勝手ながら施設メンテナンスの為、クローズさせていただきます。
※季節・天候により営業時間、料金、メニューなどの内容を変更させていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。

エンゼルフォレスト那須白河

営業時間のご案内

2020年12月26日～2021年1月31日
2020.12.22

平日

店舗

総合フロント

土日祝

7:00～22:00

内容/料金

お手続き（チェックイン・チェックアウト）、その他各種お問合せ。

小型犬・中型犬・大型犬

フロント

ワンちゃん預かりルーム

7:00～22:00

彩光の湯

7:00～22:00
※日帰り入浴 21：00まで

屋内プール

大人

こども(3歳～小学生)

シルバー(60歳以上)

※1,200円(税込)

※600円(税込)

※800円(税込)

9:00～20:00
※日帰り温泉ご利用の方
14:00～以降入場

1日入場
ワンちゃん日帰り入場

屋内ドックラン
（屋内テニスコート利用）

ご宿泊者無料

1,100円(税込)/1頭/1時間

10:00～17:00

1頭目 1,100円(税込)
2頭目～ 550円(税込)

1頭目
2頭目～

550円(税込)
275円(税込)

※各種割引チケット対象外

10:00～17:00

貸切雪上ドックラン
※要予約

①9:00～ ②11:00～
③13:00～ ④15:00～
各90分間

日帰りキャンプ

10:00～17:00

ご宿泊のお客様無料
※日帰りのお客様は入場料に含んでおります。

1サイト（6名まで）

9:00～18:00

売店

ショップ

※12/30～1/2のみ

20：00まで

アウトドアレンタル

7:00～18:00

スノーシューレンタル

10:00～16:00
（最終受付15:00）

ファットバイク

8:00～17:00
（最終受付16:00）

お土産、スナック類、菓子パン、酒類、各種ドリンク、たばこ等
テント、タープ、ランタン各種、チェアー、BBQグリル、などのキャンプ用品
大人

こども(3歳～小学生)

1,500円(税込)/2時間

1,500円(税込)/2時間

800円(税込)/1時間

1500円(税込)/2時間

ジェルキャンドル

アクティビティ
センター
フィッシング

シャワーブース
（小型風呂）

個室貸切温泉
（マイクロバブル付）
※事前予約制

モーニング

レイクサイド
ダイニング
ラピーナ

ランチ

ディナー

7:00～17:00

10:00～17:00
①10:00
③14:00

7:30～9:30
(最終入店9:00)

②12:00
④16:00

7:30～10:00
(最終入店9:30)

12:00～14:00
(最終入店13:30)

17:30～20:00
17:30～20:30
(最終入店19:30) (最終入店20:00)

1,200円(税込)～

大人

こども(３歳～小学生)

1,500円(税込)/2時間～

1,500円(税込)/1日

レディース・シルバー(60歳以上)

レストラン

降雪状況によって貸し出し出来な
い 場合がございます。

10:00～16:00
ジェルキャンドル

ワンちゃん温泉

降雪状況によって営業いたします

各種民芸品絵付け 1,200円(税込)

民芸品絵付け
工作体験

4,000円(税込)

前日売り

大人

3,000円(税込)/１日

4,000円(税込)/１日

前日売りレディース・シルバー

前日売り

3,500円(税込)/１日

2,500円(税込)/半日

20分

ポンドの結氷状況により
冬季クローズとなります。

500円（100円硬貨専用・税込）

宿泊の方

日帰りの方

2,200円(税込)/90分

3,300円(税込)/90分

大人

こども(小学生)

幼児（3歳～小学生未満）

1,200円(税込)

800円(税込)

600円(税込)

バイキング又はセットメニュー ※ビジターでのご利用時はテイクアウトとなります。
（上記料金はお食事無しのプラン及び日帰りのお客様のビジター料金となります。）

テイクアウトメニューにて営業となります。
尚、内容は都合により変更になる場合もございます。予めご了承ください。

大人

こども(小学生)

幼児（3歳～小学生未満）

4,000円(税込)

2,800円(税込)

2,000円(税込)

バイキング ※ビジターでのご利用時はテイクアウトとなります。
（上記料金はお食事無しのプラン及び日帰りのお客様のビジター料金となります。）

【メンテナンスクローズのお知らせ】
※季節・天候により営業時間、料金、メニューなどの内容を変更させていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。

