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八ヶ岳は首都圏からもアクセスに優れ、日本で有数の高原リゾート

です。標高1,150mの山麓に位置する「八ヶ岳わんわんパラダイス」

は、メインコテージ、一戸建てコテージ、露天風呂付コテージ、プチ

ホテルと、さまざまなタイプの宿泊施設に加えて、レストラン、

ドッグラン（一部改修中）などを完備。愛犬家にうれしいペット向け

専用エリアとなっています。

今回、宿泊先に選んだタイプは、「プライベートドッグラン付

コテージ」（通称メインコテージ）。ドッグラン付って、想像するだけ

でワクワクしますね！さっそくコテージ群の入口にあるフロントで

チェックイン。メインコテージはすべてフェンスに囲まれ、ワンちゃ

んを自由に遊ばせる

ことができます。ふん

だんに木を使った

コテージの1階は、

天井が高く、ゆったり

としたリビング。この

床材はワンちゃんの

ために、ペット向け

フローリング「シス

トS＋ワン」が採用

され、走り回っても

滑りにくいので

安心！窓の向こう

にはみずみずし

い緑が広がり、リ

ゾート気分が一気

に高まります。2階

はベッドルームと和室がつながっており、和室の障子をあけると、

吹き抜けのリビングを見下ろせる開放感あふれる間取りとなって

います。

リビングからはテラスに出ること

ができ、さらにテラスの外階段を

降りると、そこはプライベート

ドッグラン。この便利さはダンゼ

ン魅力です。だれにも邪魔され

ることなく、大好きなワンちゃん

と、広い敷地を独り占め！高原の木々に囲まれたドッグランは

フレッシュな空気に満ちあふ

れ、まさに森林浴そのもの。

テラスとつながる階段横には

温水のシャワーが完備されて

いるので、思い切りドッグラン

で遊んだ後は、汚れた足をき

れいに洗えるのもうれしいで

すね。プールで遊んだり、泥だ

らけになったりしたら、シャン

プーで洗うこともできます。

「わんわんパラダイス」のコ

テージ群は、森の中に点在し

ているので、一歩外に出れば、

そこはもう森の中。散策するだけ

でも十分、アウトドアの気分を味

わうことができます。少し早起き

して、朝の散歩に出かければ、

ワンちゃんもきっと大喜びです。

旅の楽しみのひとつは、やっぱ

り食事。おいしいと評判のレスト

ラン「フォレストワン」でフレン

チのフルコースをいただくこと

にしました。このレストランは

ワンちゃん専用メニューも豊富

で、今回は「馬肉スープ煮込み」

と「牛スジ煮込み」の2種類を

チョイス。ワンちゃんの食事は

床の上にトレーをおいていただ

くのですが、撮影のため、特別

に椅子の上でポーズ！ちょっぴり

緊張気味のマルスくんとモカ

ジャバくんです。おしゃれな空間

で、おいしい食事をワンちゃん

同伴で堪能できるって、とっても

幸せですね！コテージのカウン

ター付キッチンには、調理器具から食器類まです

べて揃っていて、自炊はもちろん、レストランに食材のケータリング

をオーダーすることもOK。

長期宿泊の方などは、高原

の食材をたっぷり使った自

炊もお勧めです。

今回宿泊したのはメインコ

テージでしたが、一戸建て

コテージも、もちろんワン

ちゃんOK。高原に別荘を持った気分で、ワンちゃんとの特別な時間

をたっぷり過ごしてみたい素敵な場所です。

愛犬と高原リゾートへ！　ペットにうれしいパラダイス。

今回、ご紹介するのは、愛犬と一緒に泊まれる施設として人気の高い「八ヶ岳わんわんパラダイス」。
2014年に、メインコテージがペット向けフローリング（シストS＋ワン）によってリフォームされ、
ますます快適空間に生まれ変わってリニューアルオープンしたと聞けば、もう行くしかありません！
高橋さとみさんとマルスくん、外村美姫さんとモカジャバくんが、高原リゾートを存分に楽しんできました。
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 今回の

体験宿泊者

高橋さとみさんとマルスくん（左）、外村美姫さんとモカジャバくん（右）。

八ヶ岳わんわんパラダイス　宿泊課 山方 由香利（やまがた ゆかり）さん八ヶ岳わんわんパラダイス　宿泊課山方 由香利（やまがた ゆかり）さんスタッフから愛犬家の皆様へ

森の中に点在するコテージ
八ヶ岳山麓でリゾート気分を満喫！

チェックインの際、食事アレルギーなどについて
確認してくれるから安心。

床材にペット向けフローリング「シストS＋ワン」を採用。

リビングの向こうには広 と々したテラス。

カウンター付キッチンには、調理器具から
食器類まですべて揃っていて、自炊もOK。

木を多用した吹き抜けのベッドルーム。 開放感満点の吹き抜けリビング。
床暖房も完備し、冬には薪ストーブの
暖炉が大活躍。

テラスとつながる階段横には
温水シャワーを完備した足洗い場を設置。

テラスとつながっているプライベート
ドッグラン。

♪

ワンちゃん専用メニュー
「馬肉スープ煮込み（上）」と
「牛スジ煮込み（下）」。
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大学を卒業して「セラヴィリゾート泉郷」に入社し、八ヶ岳に

配属されました。もともとサービス業、特に接客業が好き

で、どうしたらお客様に楽しんでいただけるかを常に考える

ようにしています。先日、ドッグランの掃除をした後で、お客

様から「頑張っているね」と言われた時はとてもうれしかっ

たです。その反面、とても細かい所まで見ていらっしゃるん

だなと、改めて感じました。

八ヶ岳は山がとても美しく、スタッフも温かい人柄の方ばか

りです。これからは、もっともっと外国からのお客様も増やし

たいですし、都会からお越しいただいたお客様には、自然

の中でゆっくりとした時間を過ごしていただけるように努力

していきたいと思っています。

【住所】山梨県北杜市長坂町小荒間1791
【TEL】0551-32-1155（代）
【ホームページ】http://yatsugatake.wanpara.jp
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呼んでも走って来てくれない時
は、リードを使って一緒に走って
みましょう。また、飼い主さんと
一緒に走っているシーンは、普段
撮ることのないシーンです。ぜひ
チャレンジしてみてください。

ポイントワン

正面から走ってくる姿がうまく撮れ
ない（ピントが合わない等）場合は、
横位置から撮ってみましょう。（ワン
ちゃんとの距離変化が少ない分、
ピントが合いやすくなります）

ポイントワン

正面から撮るのが難しい（ピ
ントが合いにくいなど）場合
は、斜め横から狙うと撮りや
すくなります。

ポイントワン

登り切ってちょっと得意顔。この

時に「よくやったね！」などと声を

かけると表情が出やすいです。

ワンちゃんだって下りは怖がる子

が多いです。鼻にシワを寄せて、

真剣な表情になってます。

バーを怖がるワンちゃんの場合、無理にリードをひいて飛ばせる

と、嫌がって近づかなくなることがあります。最初は地面に置い

たバーをまたぐことから始めると抵抗感が少ないです。また、

慣れるまでは、飼い主さんがリードを持って一緒に走り、先に

飛んで見せると自然についてきてくれることもよくあります。

体の大きいワンちゃんは、ジャンプの

迫力も違います。

最初はまたぐだけで

したが、少し慣れたら

ちゃんとジャンプしてく

れました。

回の旅の目的のひとつは、ペット向

けフローリング「シストS＋ワン」を

試してみることでした。「八ヶ岳わんわん

パラダイス」のメインコテージでは、2014年

のリニューアルに合わせて、リビングと愛犬

と遊ぶプレイルームの床に「シストS＋ワン」

が採用されています。この床材は、飛騨高

山にある高原リゾートホテル「高山わんわ

んパラダイスホテル」にも使われているの

だとか。ペット向けフローリングというから

には、見た目が普通のフローリングと違う

かなと思ったのですが、自然木のような

見た目と風合いで、まったく違和感がありま

せん。実際にプレイルームで愛犬を遊ばせ

てみると、すべることもなく、とっても元気に

走り回って、いつも以上にうれしそう！

爪を立てても、まったく床が傷つかないの

もビックリしました。こんなフローリングが

わが家のリビングにあったら、どんなに

愛犬も喜ぶことか…。しかも汚れやニオイ

にも強く、お手入れ

もカンタンという

のが魅力ですね。

ワワンちゃんの安心を実ンちゃんの安心を実感！
ペット向け床材（シストSペット向け床材（シストS＋ワン）のすべりにくい効果。ワン）のすべりにくい効果。

今

愛犬の撮り方教室
お出かけしたら、いつもと違う写真を撮ってみよう！

ワンちゃんと行ける周辺観光スポット
ホテル周辺の観光スポットをご紹介します。

ワンちゃんと行ける周辺観光スポッット
ホテル周辺の観光スポットをご紹介します。

ま

せ

に

う！

の

が

もカンタンという

のが魅力ですね。

また、今度も

宿泊したいです！

ウッディープランニング代表。住友林業クレスト・愛犬との
暮らし推進室スペシャルアドバイザー。愛犬家住宅プラン
ニングガイドブックや愛犬との暮らし読本（本書）などを
プロデュース。現在は、コンサルタント業のかたわら、
フィールドフォトグラファーとしても活動中。

梅津 基世人 Kiyoto Umezu

ドッグラン・アジリティ編

お出かけした時は、普段と違う愛犬の写真を撮る良いチャンス！
ドッグランの設備やアジリティ用の障害物などを上手に利用して、
普段とは違う動きのある姿や豊かな表情の撮影にチャレンジしてみましょう。

ハードル

ドッグウォーク

疾走シーン
走らせる時も、名前を

呼んだり、「いいよ！」

などと声をかけてあげ

ると顔を上げたり表情

が良くなることがあり

ます。たくさん声をかけ

て試してみてください。

。
真剣…

♪

正面から走ってくる

ポイントワン

いいよ！

♪

って下りは怖

鼻にシワを

時に「よくやったね

かけると表情が出

怖がる子

を寄せて、
真剣

よくやったね！

♪

ウィーピング・ポール
スラロームは、ワンちゃんも人間も慣

れないと難しい競技メニューですが、

慣れてくるとワンちゃんの顔つきが

段々真剣になってきます。

八ヶ岳高原への入口、小淵沢駅へは
新宿から「特急あずさ」で約2時間
（小淵沢駅は、高原列車「小海線」の始発駅でもある）
※東京・調布ICから小淵沢ICまで車で約140㎞
※名古屋ICから小淵沢ICまで車で約210㎞

ファッション、スポーツ、雑貨や地元の
食材を使ったレストラン等、約70店舗
のショップがあり、ワンちゃんと一緒の
食事や買い物が楽しめます。

標高1,250mに広がる高原リゾート。特にワンちゃん連
れに人気なのが、一緒に乗ることができる「天空の遊
覧カート」。終点の「望郷の丘展望台（標高1,420m）」ま
で、約25分間を自動運転で運んでくれます。途中で

カートを止めて下車
し記念撮影すること
もでき、晴れていれば
富士山からアルプス
まで一望できます。

森の中にホテル、レストラン・カフェ、博物館などが点在しており、
ワンちゃんと散歩しながら散策できます。「メリーゴーラウンド
カフェ」では、森の中にある本物のメリーゴーラウンドにワンちゃん
と一緒に乗ることができます。

ワンちゃんOKのレストランで一休み。八ヶ岳
農場の有精卵を使った手作りプリンは濃厚
でとてもおいしかったです！

小淵沢駅・中央道小淵沢ICから、
ともに車で約10分

オムライスカフェ農家の食卓／手作りプリン

※全て「八ヶ岳ペットネット加盟」です。

いっぱい楽しんできま〜す！

甲州信玄豚のカツサンド

絶好の

ビューポイントで

はい、チーズ！
富士山からアルプス
まで一望できます。

農場の有精卵を使った手作りプリリンは濃厚
でとてもおいしかったです！
オムライスカフェ農家の食卓／手作りプリン

ビ
絶好の
ポイントでビューポイントで

はい、チーズ！

わ〜大きいっ！

小淵沢駅・中央道小淵沢ICから、ともに車で約15分

小淵沢駅・中央道小淵沢ICから、ともに車で約30分

清里 萌木の村

八ヶ岳リゾートアウトレット 富士見高原リゾート
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