




MOTOSUKO
SPORTS
CENTER
本栖湖スポーツセンター

ご案内



施設概要

山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210
TEL: 0555-87-2887
FAX: 0555-87-2888
http://motosuko.com
E-mail: motosukosc@rprojectjapan.com
--------------------
最大宿泊定員：約297名

■食堂
■会議室1
■会議室2
■天然芝グラウンドA

105m×68m 9,000㎡
大人用サッカーコート1面（少年用2面）

■人工芝グラウンドB
105m×68m 7,500㎡
大人用サッカーコート1面（少年用2面）

■天然芝多目的広場C
80m×50m 4,500㎡
少年サッカーコート1面

■多目的広場D
45m×25m 1,125㎡
11人/8人制サッカー、アメフト・ラグビー利用可

■400m陸上トラック
6レーン 全天候型

■体育館
33ｍ×19.5ｍ 420㎡
バレー・バスケコート１面分/フットサル利用可

昭和の森フォレストビレジ
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■スタジオA
18.2m×5.2m 約98㎡ 鏡あり

■スタジオB
13.5m×6.1m 約84㎡

http://motosuko.com/
mailto:motosukosc@rprojectjapan.com


施設写真：1階
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現在イスなどは
ありません



施設写真：2階
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現在イスなどは
ありません



スポーツ施設

人と地球に優しい、自慢のフットサルコート。
ゴムチップではなく自然素材を使用しているため、
熱中症のリスクを下げ、体への負担も軽減します。

フットサルコート
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体育館人工芝フルピッチグラウンド

他にも天然芝・多目的広場Cの本格グラウンドを完備！
様々なトレーニングや練習でご利用頂けます。

施設内に体育館完備！屋内競技もOKです！

陸上公式400mトラック

トレーニングや練習はもちろん、陸上競技の公式大会開催
や、グラウンドと合わせて運動会の開催にも最適です！



スタジオB

館内写真（多目的室、食堂、シャワールームなど）

お風呂

ランドリールーム

食堂

男性用・・・シャワー12基
女性用・・・シャワー8基
ボディソープ、リンスインシャンプーが
備え付けてあります。

一度に1階132名+2階70名程度座れる食堂です。
食後にはミーティングなどでの利用も
可能となっております。
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洗濯機・・・9台
乾燥機・・・3台
洗濯用洗剤の販売もございます。

ダンスや音楽練習
ミーティング等に使える
多目的スタジオ完備！



食事

夕食をBBQに変更することも可能でございます。 食堂前のテラスで自然を感じながらお楽しみいただけます！
（冬季の夕食BBQは凍える寒さですので、あまりお勧めできません…。）
期間によってはお鍋に変更することも可能でございます。

大人 ¥540

大～中学生 ¥440

幼児～小学生 ¥240

BBQ・鍋アップ料金

季節によって食材が変わる場合があります。

ビュッフェ形式でのご提供となります。
キッチンスタッフがお客様の健康を考えてメニューを作成しております。
また、ご相談頂ければ、より豪華なメニューもご提供可能です。
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☆Point
⚫ 施設目の前に人工芝フルピッチグラウンド
⚫ 体に優しい自然素材の人工芝
⚫ マッチメイクのご相談可能

料金イメージ

よくあるご利用例（サッカー合宿）

(ピークシーズン) 単価 個数 金額

1泊3食（大人） ￥9,120 10 ￥91,200

1泊3食（小学生） ￥7,140 70 ￥499,800

BBQ追加（大人） ￥540 10 ￥5,400

BBQ追加（小学生） ￥240 70 ￥16,800

人工芝フルピッチ4h ￥22,000 2 ￥44,000

キャンプファイヤー ￥10,800 1 ￥10,800

合計金額 ￥668,000
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少年サッカークラブ 80名 1泊2日の場合

1日目
12:30 施設到着
13:00 人工芝グラウンドBで練習開始
17:00 練習終了・ご入浴
18:00 テラスでBBQ
19:30 キャンプファイヤー
21:00 就寝

2日目
6:30 起床
7:00 朝食
8:00 チェックアウト・練習準備
9:00 フットサルコートで練習開始
12:00 昼食
13:00 本栖湖スポーツセンター出発



よくあるご利用例（大学ゼミ合宿）
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料金イメージ

大学ゼミ 40名 1泊2日の場合

1日目
12:30 施設到着
13:00 会議室で講義
18:00 夕食
19:00 入浴
21:00 飲み会
24:00 就寝

2日目
6:30 起床
7:00 食堂で朝食
8:00 チェックアウトの準備
9:00 自然を生かしたアクティビティ
12:00 昼食
13:00 本栖湖スポーツセンター出発

☆Point
⚫ プロジェクター・スクリーン完備
⚫ 引率の先生は、シングルルーム対応可能
⚫ 自然豊かで施設内でもフィールドワーク可能！
⚫ 本栖湖で自然体験ができる

(ピークシーズン) 単価 個数 金額

1泊3食（大人） ￥9,120 1 ￥9,120

1泊3食（中～大学生） ￥7,660 39 ￥298,740

飲み会 (27時まで) ￥500 40 ￥20,000

スタジオB ￥2,750 2 ￥5,500

合計金額 ￥333,360



よくあるご利用例（自然体験型合宿）
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料金イメージ

自然体験学校 30名 1泊2日の場合

☆Point
⚫ 持ち込み不要で野外炊飯
⚫ 公共交通機関でも来ることができる
⚫ 自然豊かで施設内でもフィールドワーク可能！

1日目
13:00 施設到着・本栖湖周辺を散策
15:00 野外炊飯（カレー）の準備
18:00 夕食終了・片付け
19:00 キャンプファイヤー
20:30 入浴
22:00 就寝

2日目
6:30 起床
7:00 朝食
8:00 チェックアウト・練習準備
9:00 フットサルコートで練習開始
12:00 昼食
13:00 本栖湖スポーツセンター出発

(ピークシーズン) 単価 個数 金額

1泊2食（大人） ￥9,120 10 ￥91,200

1泊2食（小学生） ￥7,140 20 ￥142,800

お弁当 ￥600 30 ￥18,000

キャンプファイヤー ￥10,800 1 ￥10,800

合計金額 ￥262,800



レンタル品・販売品(税込価格）

品名 個数

プロジェクタ－ ２

スクリーン 2

ホワイトボード 3

会議テーブル 28

会議用イス 200

オーディオスピーカー 4

マイク付き
オーディオ

1

移動式鏡
162cｍ×90cｍ

14

グラウンド用マーカー 100

グラウンド用
ラインカー
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無料レンタル品

品名 金額

テント ¥2,000～

タープ ¥1,500

その他キャンプ用品 ¥300～

有料レンタル品

品名 金額

洗剤(1pk) ¥50

洗剤(ボトル) ￥500

氷1kg ¥200

歯ブラシセット ¥50

お菓子類 ￥100～

コンタクト洗浄液 ￥100

カップ麺 ￥150

OS-1 ¥300

お酒類 ¥300～

カイロ ¥50

販売品

その他、お酒などを事前にご用意しておくことも可能です！
お気軽にご相談ください！！ 10



近隣情報

病院

【A】山梨赤十字病院（車で約30分）

スーパー・コンビニ

【B】ヤマザキYショップ 精進湖店（車で約10分）

一番近いコンビニ。小さなお店なので、

繁忙期はお求めの物が無い可能性も…。

【C】セブンイレブン 山梨鳴沢店（車で約15分）

中央道から富士パノラマラインでお越しの方は、
ここが最後のセブンイレブンになります。

【D】サークルK 富士宮朝霧店（車約15分）
県境を超え、静岡県で一番近いファミリーマート

【E】フォレストモール富士河口湖店（車で約30分）

さまざまな飲食店をはじめ、マックスバリュー
といった大型スーパー、ドラッグストア、
ホームセンターなどが揃っています。

【F】本陣つかさ（徒歩で約15分）
本栖湖スポーツセンターのスタッフもオススメの、ほうとうや鹿カレーといった地元料理を食べることができます。

飲食店
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