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Welcome to 
K’s Village Karuizawa 

 

 

 

 

ようこそ K’s Village Karuizawa へ 
非日常の休日をお過ごしください 

 
 

 

 

K’s Village Karuizawa 
〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 4335-14 

4335-14 Nagakura, Karuizawa, Kitasaku-gun, Nagano 389-0111 Japan 

 +81-(0)267-31-0312 / +81-(0)90-3688-6685 

kajita_jp@yahoo.co.jp    K's village Karuizawa 

HP： http://www.ksvillage.info/ 
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宿泊のご案内 
 

当館はキッチンを備えた滞在型コテージ（簡易宿泊施設）です。軽井沢での高原の一時をお過ごしいただ

くため、ホテル等と異なりゆったりとした滞在スペースをご用意しております。 

 

チェックイン 16：00～19：00  チェックアウト ～10：00 
※アーリーイン、レイトアウト（宿泊料 10％/時間） 

 

 

設備 

２人部屋（43 ㎡）：  
キッチン、トイレ、洗面、シャワーブース、オーブンレンジ、IH レンジ１口、冷蔵庫（137 ㍑）、調理器具、    

食器３人分、ダイニングテーブル、イス 3 脚、ソファー、セミダブルベッド２台、ヘアードライヤー、ほうき 

 

４人部屋（62 ㎡）：  
キッチン、トイレ、洗面、風呂、オーブンレンジ、IH レンジ２口、冷蔵庫（137 ㍑）、調理器具、食器５人分、  

ヘアードライヤー、  ダイニングテーブル（伸張式-最大 8 名様利用可能）、イス 6 脚、2 人用ソファー、3

人用ソファーベッド、シングルベッド各部屋２台、ほうき 

 

グループでのご利用(7 名様まで) 
４人部屋と２人部屋のジョイントが１棟のみ可能です。連結してご使用の場合は予約時にお知らせください。 

 

アメニティ 

アメニティはシャンプー、コンディショナー、ボディシャンプー、使い捨てスリッパ、フェイスタオル、バスタオ

ルをご用意しています。歯ブラシ、髭そり等はお持ちください。 

 

調理器具 

両手鍋、片手鍋、フライパン、やかん、ボウル、ざる、包丁、まな板 

トング、フライ返し、箸、ワインオープナー（栓抜き）、ピーラー、コーヒーポット、ドリップ 

※炊飯器はありません 
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使った食器 

軽井沢は、浅間山の硬水の為、使用後自然乾燥するとミネラルのシミが付き落ちません。お手数ですが

洗って、拭いて、食器棚に戻さずテーブルなどに置いておいて下さい。 

BBQ ご利用のお客さまへ： ゲストハウス内の食器やトングなど BBQ には使用しないでください。紙皿、

割り箸、紙コップをご用意ください。 

※水栓は固定式（首は振りません）です。故障しますので絶対に回さない様お願いします。 

 

食材・調味料 

調味料は衛生面を考慮し用意しておりません。 

食材のご購入は R18 バイパス沿いにツルヤ軽井沢店（9：30～20:00、お車で約 3 分、徒歩約 18 分）、

旧 R18 沿いにデリシア軽井沢店（9:00～23：00、お車で約 15 分）がございます。 

軽井沢のコンビニエンスストアの営業時間は 6:00～23:00 になりますのでご注意ください。 

 

ゴミの分別方法  

生ごみ+紙ごみ プラスチック、ビニール等（汚れのついたものは生ごみ）  

ビン 缶 ペットボトル に分け、お帰りの際に屋外の所定のゴミ箱に入れてくだ

さい。焼却施設の無い軽井沢町は全て有料で、分別廃棄が求められています。

リサイクル、ゴミの減量にご協力ください。 

 

湯沸かし器 

キッチン脇にあるメインスイッチを入れるとお湯の温度が変更できます。 

42℃に設定してありますので、メインスイッチで温度を調節してください。 

 

 

風呂のお湯張りは左側のスイッチを押すと、200 ㍑が標準設定となっています。 

お湯が２００㍑溜まりますとアラームが鳴りますので、水を止めて下さい(自動で

は止まりません)。追いだき機能はありませんのでお湯を足してください（足し湯

をする場合、45℃程度にセットすると良いと思います）。 

 

風呂、シャワー 

４人部屋は１坪タイプのお風呂、２人部屋はシャワーブースになっております。 

近隣には温泉施設もございます。割引券(◎あり)をご用意していますので、お気軽にお尋ねください。 

◎八風温泉、◎平湯温泉、ゆうすげ温泉、トンボの湯、千ヶ滝温泉、塩壺温泉など 
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窓 

脇にあるロックを解除し（上げてから手前に引く）、レバーを矢印方向に回してご

使用ください。閉める際は矢印と逆の方向に回して下さい。網戸は、リビングの引

違い窓以外全て FIX 窓（開けられない構造）になっておりますので外さないでくだ

さい。 

※排煙窓は開けないでください（虫が大量に室内に侵入します） 

 

 

寝具 

寝具はスリーシーズン用掛け布団になっております。 

寒い場合は備え付けの毛布をご利用ください。 

枕は硬めと柔らかめのものを 2 種類ご用意しております。 

 
 

ソファーベッド 

４人部屋の１F リビングのソファーがソファーベッドとしてご利用頂けます。ご利用

の際は事前にお申し込みください(事前予約 10,000 円 リネン・タオル・スリッ

パ込)。 

 

 
 

暖冷房 

軽井沢の夏は涼しく（8 月の平均気温 20.5℃）夏季の空調は扇風機のみとさせて頂いております。暖房

設備はファンヒーターをご用意しています。３時間で切れる設定になっておりますが、定期的に換気を行っ

てください（吹き抜けメゾネットの為、2F に暖かい空気が溜まります。扇風機かサーキュレータをご利用に

なると足元が暖まります）。 
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防災設備 

当館はお客様に安心してご宿泊いただくため、簡易宿泊施設として防災認定を受けています。また、天災

に備えた防災活動も行っております。 

 

誘導灯、消火器、排煙窓は宿泊施設として法令に基づき設置しております。  

消灯、移動、日常開放されない様お願いします。 

 

 

排煙窓には網戸が設置されておりません。軽井沢は自然が多く、特に夏季は蚊、

アブ、ブヨなども侵入しますので、開放されない様にお願い致します。万が一  

開放してしまった場合は、ふたを開け、クランクにて閉めてください。 

 

キッチンには熱感知火災報知器、各個室には煙感知火災報知器が設置されています。洗面所に水蒸気が充

満すると感知して通報します。ご注意ください。 

※火災報知器は隣室と連動しています。隣室で感知した場合にも報知されますので、ご注意ください。 

 

喫煙場所 

室内は禁煙です。喫煙は屋外ウッドチップ以外の場所でお願いします。自然が多く、またウッドチップを敷

いているため、たばこの火には十分気を付けてください。灰皿が必要な場合はお申し付けください。缶に

吸殻を入れるとリサイクルが出来なくなりますので、なさらない様お願いします。 

 

駐車場 

駐車場は、１台/室＋αご用意しています。１室当たり２台以上でお越しの際は

予めお知らせください。敷地南側の６台駐車場をご利用ください。受付前の駐車

場は緊急車両、業務車両、受付時停車場所として使用しますので駐車はご遠慮

ください。 
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夕食にお出かけになるお客様 

飲酒運転は決してしないでください。外食時に飲酒をされる方は必ずタクシーか運転代行又は、タクシー

をご利用ください。軽井沢町は人口２万人の町で、タクシー・代行共に台数が少ないため予約される事を

お勧めします。 

 

運転代行 
流星代行 0120-88-9693 プレミアム代行 0120-55-0402 代行ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ 0120-06-0823 

ＰＳ代行ドライビングサービス 0120-78-1919 

 

タクシー 
第一交通：0267-42-2221 軽井沢観光 0267-45-5480 松葉タクシー 0267-42-2181  

ますや交通 0267-45-5223 浅間観光タクシー（株）0267-45-5264 

 

レンタサイクル 
近隣のレンタサイクルは「あいりんサイクルセンター」（徒歩 5 分）があります。 
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道順のご案内 

高速道路軽井沢 IC より 
Google にて検索すると「K’s village Karuizawa」で表

示し、ルート案内が可能です。ゼンリンの NAVI への場

合は 4335-8 で設定、反映は未定 

インターを出て直進し、南軽井沢交差点を左折し、下記

ルートにてお越しください。NAVI ルートでお越しの場合、

18BP の右折場所が判りづらく、細い砂利道からのアク

セスとなり、車高の低い車両は底を擦る場合があります 

＃渋滞迂回ルートはお問合せください。 

 

18 号を中軽井沢から 
中部小学校入口を左折し、すぐ右折（岩井新聞店脇）→

ほぐし処愉楽 手前を左折→踏切を渡って直ぐに右折し

約 100ｍ。途中から砂利道となります。 

18 号 BP を高速方面から 
18 号 BP 鳥井原交差点（右手にメルセデスベンツ）を右

折→新幹線を潜って脇道を左折→突き当りを右折→しな

の鉄道の踏切手前を左折して 100ｍ 

18 号を長野方面から 
１８号旧道軽井沢駅方面へ入りゆうすげ入口を右折し、

約 200m ほぐし処愉楽を右折、→踏切を渡って直ぐに

右折し約 100ｍ。途中から砂利道となります。 

 

 

お申し出があれば、JR/長野・北陸新幹線「軽井沢駅」、またはしなの鉄道「中軽井沢駅」までお迎え（最大

4 名様）にあがります(※2 繁忙期を除く)。予約時またはご出発前に到着時刻をお知らせください。 

※1 北陸新幹線の「あさま」又は「はくたか（通過列車もありますのでご注意ください）」をご利用ください。 

※2 大渋滞が予想される時季（GW、７月２０日～８月３１日、３連休）は、中軽井沢駅のみの送迎とさせて

いただきます。また渋滞により到着のお時間にお迎えにあがれない場合もございます点、ご了承ください。 
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車高の低い車でのアクセスは、下記走行ルートでの注意点をご参照ください。 

 

A 地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 地点 

入口の曲がり角から下り坂になっており、車高が極

端に低く、ホイールベースの長いモデルはセンター

の腹打ちに注意が必要かもしれません。路面に腹

擦りの後はないので、問題はないと思われます。 

 

B 地点 

通路畑側（右側）に 3～4cm の排水路段差がある

ので、左側をお通り下さい。 

 

C 地点 

排水路による段差がありますが、段差は大きくあり

ません。 

 

D 地点 

ここより未舗装になります。右側段差が大きいの

で、左側をゆっくりお通り下さい。 

 

E 地点 

駐車場入り口は砂利道からの段差はありません。 

 

 

A 

E 

D 

C 

B 
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近隣のご案内 

 

【温泉】 

八風温泉 （車で 15 分、1300 円） 2018.7 オープン。夜間は風呂上がりにお待ち頂けるスペースが無

いのが難点、お車でお待ち頂くことになります（割引券あり） 

ゆうすげ温泉（徒歩 10 分、600 円） 内風呂のみ、地元の方が多く利用しています。隣接の川魚ゆうす

げでお食事ができます。 

トンボの湯（車で 5 分、1300 円）  

千ヶ滝温泉 （車で 5 分、1300 円） HP にクーポンあり 

平尾温泉みはらしの湯 （車で 20 分 800 円） 八ヶ岳の羨望が良い温泉 

峠の湯 （車で３０分 ３時間 600 円） 関東への帰途に立ち寄れる温泉、鉄道村を併設 

 

【お買い物】 

スーパー： ツルヤ軽井沢店（18 号 BP 沿い） 食材がとても豊富、営業時間 9：30～20：００ 

 デリシア（旧 18 号沿い） 営業時間 9：00～23：00 

野菜 発地市庭 地場野菜を中心にした道の駅 

飲料（酒）  タカぎ 酒屋、ビール、日本酒、ワインなどが豊富 

軽井沢ショッピングプラザ http://www.karuizawa-psp.jp/page/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ゆうすげ温泉 徒歩 15 分 1.2km 

日帰り入浴￥600 

スーパーTSURUYA 徒歩 18 分 1.5km 

食材は豊富、お土産のジャム等 

ケーヨーD2 徒歩 14 分 1.2km 

BBQ 用品等 
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近隣ドライブ 

 

千曲川ワインバレー  ワイナリーが沢山あります http://www.nagano-wine.jp/winery/chikuma/ 

志賀高原  標高 2,000 メートルの高原ドライブ http://www.shigakogen.gr.jp/ 

草津温泉  恋の病だけは治らない硫黄泉 http://www.kusatsu-onsen.ne.jp/ 

野猿公苑  猿の温泉 http://jigokudani-yaenkoen.co.jp/ 

旧中山道宿めぐり  旧中山道の宿場町めぐり http://www.pref.nagano.lg.jp/osakajimu/kanko/documents/documents/nakasendo251127.pdf 

信州お城めぐり  甲信越城址、城跡 http://www.shirofan.com/shiro/castle_koushin.html 

TAXI にて観光ツアー 軽井沢トラベル info https://www.facebook.com/karuizawa.travel/ 

 

♯その他観光情報は HP をご参照下さい。https://www.ksvillage.info/%E8%A6%B3%E5%85%89/ 
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軽井沢裏道マップ（お盆、GW 用） 

K’s Village Karuizawa⇔旧軽井沢 https://goo.gl/maps/GaAuEjPRozR2 

 
 

K’s Village Karuizawa⇔プリンスショッピングプラザ https://goo.gl/maps/fasC72jt6MC2 
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通常碓氷軽井沢 IC⇔K’s Village Karuizawa 

https://goo.gl/maps/Sy9vf8dSsBHoyQMGA 

碓氷軽井沢 IC→発地市場（野菜他 http://karuizawa.hotchi-ichiba.com/）→ツルヤ→K’s Village 

Karuizawa 

 

松井田妙義 IC⇔K’s Village Karuizawa  https://goo.gl/maps/EBPkW6dL1vP2 

松井田妙義 IC→（釜めしのおぎのや、鉄道文化村、眼鏡橋）→軽井沢ショッピングプラザ→ツルヤ→K’s 

Village Karuizawa 
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佐久スマート IC⇔K’s Village Karuizawa https://goo.gl/maps/68JMxTURYM72 

佐久スマート IC→じんがら（PIZZA）→旧追分宿（ささくら（蕎麦）、骨董品街）→K’s Village Karuizawa 
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アウトドアクッキングの注意点 

BBQ 場  使用可能時間：16:00～21：00 

1. BBQ 場におけるスピーカー等大音量での使用はご遠慮ください。近隣の迷惑になります。 

2. 使用後は炭を火消し壺に入れ消火してください。灰が飛び散るので、水をかけて消火しないでくださ

い。 

3. 紙皿、紙コップ及び割り箸などを別途ご購入の上ご使用ください。館内の食器類はお使いにならな

い様お願い致します。 

4. BBQ 終了後、ゴミは所定のゴミ置き場にお捨て下さい。BBQ 場に残すとカラス、動物が荒らします。 

5. 使用後はテーブルを拭いてください。 

6. BBQ 場以外の場所で BBQ 台のご使用はご遠慮ください（芝生が駄目になります）。 

7. 照明はソーラーライトを使用していますので、天候によっては暗い場合があります。ご要望により電

池式照明をご用意します。 

8. 夕方から蚊、ブヨ、アブがでる事があります。虫よけスプレーをご用意ください（蚊取り線香はご要望

によりご用意します）。 

 

BBQ 
着火用薪、着火剤、新聞紙、うちわをご用意しています。鉄板、焼き串のご要望はお申し出ください。 

使用前の注意： 

 グリル（網）の焦げ付き防止の為に必ず実施してください。 

1. グリル、網に食用油を塗布してください 

2. グリル、網を十分に熱して下さい 

3. グリルから油の焼けた煙が出たら調理を開始してください 

 

A) 4～10 人用 BBQ グリル 90x44cm 炭 6 ㎏付） - ¥11,000 

このグリルではオーブングリルとしてお使いいただくと美味しく調理が出来ます。 

トップのカバーを閉めてオーブンとして使用し、ステーキが焼けます。 

着火には下の空気取り入れ口を開けて上昇気流を利用して火を付けます。 

 

B) 2～4 人用 BBQ 網焼きコンロ Φ41cm（炭 3 ㎏付） - ¥5,500 

炭火の遠赤外線でお肉や野菜を調理するのに最適です。 

コンロの容積が小さいので短い時間で着火出来ます。 

 
 

焚火（薪 5kg 付き ¥1,100） Φ22xH20cm 
焚火は必ず焚火台をご使用下さい。  
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PIZZA 窯 
薪、着火剤付 - ￥3,300 

余熱時間約 30 分です。10ｃｍ大の小さな薪、小枝もしくはペレットを燃やして 200～

300 度まで窯の温度を上げたら、PIZZA を窯に投入し、約 2 分～5 分で焼きあがり

ます。（30cm まで焼けます） 

窯で調理している最中も薪を投入し窯の温度を下げない様にします。焼き加減は蓋の

覗き口から確認して下さい。 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=tQwG0eQyWz8 

 

燻製スモーカー （￥2,200） https://kunsei-smoke.com/  
燻製チップもしくはスモークウッドを別途ご用意ください 

温燻：（主に、肉、川魚、チーズ、ゆで卵など） 

1. スモーカーの下段に炭を入れ火をおこします。 

2. その上に網を置いてそこにアルミのトレーにスモークチップを入れて燻煙を出

します。 

3. 上のトレーには水を入れます。 

4. グリル温度が 70～80℃になると燻煙が出ます。 

5. 上の網に食材をのせたり、吊るしたりして燻製を作ります。 

6. チップが煙をだし始めたら、食材をスモーカーに入れて燻製します。チップに加

え、アルミのトレーに乗せたグラニュー糖を使用すると色が濃くつきます。 

 

冷燻：（主にサーモンや赤身マグロ等） 

1. スモーカーの上段に燻製時間に合わせてスモークウッドを入れます。 

2. スモークウッドに着火します。 

3. 庫内の温度をスモークしたい素材に合わせて温度調整しながらスモークしま

す。 

 

スキレット（￥550） 10in=25cm 
料理のレシピ―は：https://www.lodge-cooking.com/recipe/list/outdoor/?page=1 

アヒージョやベイクドポテト等が楽しめます。 

使用後は水洗いして（洗剤は使わないでください）油をキッチンペーパー等でふき取って

ご返却ください。 

 
ダッチオーブン （￥1,100） 10in=25cm 

ローストビーフや煮物等が楽しめます。料理レシピ 

使用後は水洗いし（洗剤は使わないでください）、油をキッチンペーパー等でふき取って

ご返却ください。 
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K’s Village Karuizawa 施設概要 

 

施設マップ 

 

白、グレーの棟は連結可能で、6 名使用やゆったりとリビングを使って皆様にお集まりいただけます。 

 

各室のレイアウト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 棟（白＋グレー 南側棟）は 1F の間仕切り壁の吹き抜け部分が開けられ、ジョイントルームとしてご使

用いただけます。 

 

 

  


