
◇ 軽井沢⼭荘ル･カカナ 利⽤⽅法 ◇
利⽤申込は、施設利⽤契約締結の印刷製本包装機械健康保険組合加⼊者（本⼈とその家族）に限られます。

☆利⽤申込⼿続きについて （2ヶ⽉前の10⽇から受付開始）
1． 軽井沢⼭荘ル･カカナに直接お問い合わせいただき、仮予約申込をして下さい。

・FAX： 0267-31-6247 「仮申込書（別紙１）」をお送り下さい。
・メール： lecacana@aegis-8.com
・LINE： @lecacana
※ 電話での仮予約申込は受付ておりません

2． 軽井沢⼭荘ル･カカナからの返信をもって、仮予約が確定します。
3． 「利⽤申込書・承認書」（別紙２）を印刷製本包装機械健康保険組合に送付して下さい。
4. 印刷製本包装機械健康保険組合が「利⽤申込書・承認書」（別紙２）の内容を確認の上、

組合印を押印し、軽井沢⼭荘ル･カカナに送付します。
5． 予約が完了すると、印刷製本包装機械健康保険組合より「利⽤申込書・承認書」（別紙２）が

返送されてきます。
6． 軽井沢⼭荘ル･カカナをご利⽤当⽇、フロントにて「利⽤申込書・承認書」（別紙２）をご提出下さい。

④「利⽤申込書・承認書」
をFAXする

軽井沢⼭荘ル･カカナ 利⽤申込の流れ

利⽤者
（印刷製本包装機械健保加⼊者）

申込書送付先
軽井沢⼭荘ル･カカナ

（印刷製本包装機械健康保険組合）

③「利⽤申込書・承認書」
を送付する

⑤「利⽤申込書・承認書」
を郵送する

①軽井沢⼭荘ル･カカナに
仮予約申込をする。

⑥当⽇「利⽤申込書・承認書」
を提出する

②仮予約確定の返信をする



【メールでのお申込】２４時間申込可能
下記６点をお送り下さい。 宛先：lecacana@aegis-8.com
・事業者名
・代表者名
・フリガナ
・携帯電話
・利⽤希望⽇
・利⽤⼈数  ［⼩⼈は（４歳以上と４歳未満）をわけて記⼊ください。］
スマートフォンから、QRコードをスキャンすると簡単送信可能です。

【ラインでのお申込】２４時間申込可能
① @lecacana を友だち登録して下さい。
② 友だちに追加出来たら、トーク画⾯から、ご希望内容をお送り下さい。

QRコードをスキャンで簡単登録！



この度は、軽井沢⼭荘 ル･カカナをご予約いただき、ありがとうございます。
朝⾷と⼣⾷と貸出バーベキューセットは、事前予約が必要となっております。
利⽤申込書をお送りいただき、下記の注意事項をご確認の上、原則としてご利⽤⽇の３⽇前までに
お申し込み下さい。（ 利⽤申込書が当⼭荘に届いてから受付となります）

【朝⾷】
・ 通年お申込可能です。
・ ご利⽤時間 午前７：３０〜午前９：００まで
・ ラウンジでの提供になります。

【⼣⾷】
・ 閑散期のみ（GW、７⽉、８⽉、SW以外）お申込可能です。
・ ご利⽤時間 GW明け〜１０⽉末まで 午後７：００〜

１１⽉〜GW前まで 午後６：００〜
・ ラウンジでの提供になります。

【貸出バーベキューセット】
・ GW〜１０⽉末までご利⽤いただけます。
・ １⽇３セット、最⼤１５名（４歳以上）まで限定
・ ご利⽤時間 午後３：３０〜午後８：００までの２時間

（午後６時までに開始して下さい）
・ BBQ台等をお持ち込みされる場合でも、料⾦は同額です。
・ ⾷材、調理場や調理道具（包丁・まな板等）、⾷器（⽫、箸等）は、

⽤意がありません。 お貸出も出来ませんので、各⾃でご準備下さい。
・ チェックイン前に、冷蔵・冷凍・⽣もののお預かりは出来ませんので、

配送サービス等のご利⽤も含めて、事前持ち込みはご遠慮下さい。
【その他】

・ お⾷事をお持ち込みされた⽅は、お部屋やラウンジをご利⽤いただけますが、
カセットコンロ、ホットプレートなどの加熱調理器具の館内へのお持ち込みはご遠慮下さい。

・ 各部屋に冷蔵庫、湯沸かしポット、電⼦レンジがございます。
・ 部屋着のご⽤意は、ありません。
・ 利⽤料は、チェックインの際に、現⾦または、PayPayでお⽀払い下さい。
・ お部屋のデッキやベランダも含めて全館禁煙です。指定の喫煙場所をご利⽤下さい。
・ ⼤変申し訳ありませんが、ワンちゃんと⼀緒にご滞在は出来ません。

軽井沢⼭荘 ル･カカナ 利⽤にあたって



【朝⾷メニュー】 ※ ホットコーヒーは無料です。
① モーニングプレート ５００円

トースト、バター、ジャム
卵料理、ソーセージ、サラダ
※内容は季節によって変わります。

② トースト ２００円

トースト、バター、ジャム

※ ご利⽤時間 午前７：３０〜午前９：００まで

【⼣⾷メニュー】
パスタセット ８００円

パスタ（２種類からお選び下さい）
スープ
サラダ
コーヒー
※内容は季節によって変わります。

※ ご利⽤時間 GW明け〜１０⽉末まで 午後７：００〜
１１⽉〜GW前まで 午後６：００〜



【貸出バーベキューセット（５名分）】  ※GW〜１０⽉末まで
１セット １,５００円（５名まで） 追加料⾦（６名から）１名につき３００円

貸出セット内容
・バーベキューコンロ １台
・⽊炭 約２時間分
・焼き網（鉄板は無し）
・炭⽤トング １本
・⾁焼き⽤トング ２本
・テーブル １台
・イス ３脚
・ベンチ １台

当施設は、標⾼約１１００ｍに位置しております。
夏でも、朝晩は気温が下がりますので、⽻織るものがあると重宝します！
バーベキューエリアには屋根があるので、多少の⾬なら利⽤可能ですが、
悪天候の場合は、⾬⾵が吹き込むこともあります。 
直前の天気予報で判断、キャンセルされる場合は、当⽇までにご連絡下さい。

【貸出バーベキューセットについて】
・ １⽇３セット、最⼤１５名（４歳以上）まで限定
・ ご利⽤時間 午後３：３０〜午後８：００までの２時間

（午後６時までに開始して下さい）
・ BBQ台等をお持ち込みされる場合でも、料⾦は同額です。
・ ⾷材、調理場や調理道具（包丁・まな板等）、⾷器（⽫、箸等）は、

⽤意がありません。 お貸出も出来ませんので、各⾃でご準備下さい。
・ チェックイン前に、冷蔵・冷凍・⽣もののお預かりは出来ませんので、

配送サービス等のご利⽤も含めて、事前持ち込みはご遠慮下さい。
【お申し込み⽅法について】

・ 貸出バーベキューセットは、お電話でのお申し込みを受け付けておりません。
①  FAX： 0267-31-6247（別紙の申込書をご利⽤下さい）
② メール： lecacana@aegis-8.com
③ LINE： @lecacana

※ 空き状況を確認してから２４時間以内にご返信させていただきます。
※ その返信をもって、ご予約確定となりますので、ご了承下さい。

お申し込み 受付 返信 ご予約確定



【メールでのお申込】２４時間申込可能
下記３点をお送り下さい。 宛先：lecacana@aegis-8.com
・ご到着⽇
・代表者⽒名
・ご希望内容
スマートフォンから、QRコードをスキャンすると簡単送信可能です。

【ラインでのお申込】２４時間申込可能
① @lecacana を友だち登録して下さい。
② 友だちに追加出来たら、トーク画⾯から、ご希望内容をお送り下さい。

QRコードをスキャンで簡単登録！



服装と気温の関係
３０℃以上 半袖（室内では＋⽻織物）

⽉ 最低 最⾼ 平均
２０℃未満 カーディガン ＜ ８⽉ 17.1 26.3 20.8

１６℃未満 セーター ＜ ７⽉ 16.4 25.3 20.1
９⽉ 13.0 21.7 16.7
６⽉ 11.8 21.5 16.0
５⽉ 6.3 19.2 12.3

１０⽉ 6.3 16.2 10.5
４⽉ 0.6 14.3 7.0

１１⽉ -0.2 11.2 4.8
３⽉ -4.5 7.8 1.1

１２⽉ -5.3 5.3 -0.5
２⽉ -8.0 3.5 -2.6
１⽉ -8.2 2.3 -3.3

※ １⽇の寒暖差が激しく、真夏でも朝晩は肌寒いことがあります。
※ BBQをご希望の⽅は、ご利⽤⽉の気温と服装を参考にご準備下さい。

冬期シーズンにご利⽤の⽅へ

碓氷軽井沢インターの料⾦所を通過後の最初の信号を左折する道路は、
冬期通⾏⽌めとなります。（１２⽉初旬〜３⽉末頃）
ナビの案内が左折になっても通⾏出来ませんので、冬期は信号を直進して下さい。

冬期シーズンにお⾞でお越しの際は、降雪や路⾯凍結の可能性がありますので、
必ず冬タイヤ装着及びチェーンなどの滑り⽌め等をご準備下さい。
当⼭荘は標⾼約１１００ｍに位置しており、町内の国道が乾燥路⾯でも、
周辺の道路が凍結していることがあります。
天候や路⾯状況にによっては、スタッドレスタイヤでも滑り、
坂道を登れなくなることがありますのでご注意下さい。

もしもの時には･･･
【レッカーサービス110】
◆⻄軽井沢基地 ◆軽井沢基地
北佐久郡御代⽥町⼤字塩野3036-156 北佐久郡軽井沢町発地1399-60
フリーダイヤル：0120-632-110 TEL：0267-41-0500

スキーウェア ＜

 ８℃未満 冬物コート ＜
 ５℃未満 ダウンコート ＜

軽井沢年間平均気温
２５℃未満 ⻑袖シャツ

要⼿袋 ＜

１２℃未満 トレンチコート ＜

２５℃以上 半袖シャツ



道案内（飲⾷店）

ジャンル
1 御厨（ミクリヤ） 和⾷ ⽔曜（11⽉〜4⽉） 7:15〜16:00 発地
2 シェリダン 朝⾷カフェ ⽔曜、⽊曜 6:30〜14:00（4⽉〜10⽉）／7:30〜14:00（11⽉〜3⽉） ⾵越
3 追分そば茶屋 そば ⽊曜 10:30〜16:00 追分
4 ザ・カウボーイハウス ステーキ ⽕曜 11:30〜14:30／17:00〜21:00 ※予約不可 星野
5 ボンジョルノ イタリアン ⽉曜 11:00〜20:30 新軽井沢
6 榮林 中華料理 ⽕曜 11:30〜14:00／17:00〜20:30（4⽉中旬〜11⽉初旬のみ営業） 新軽井沢
7 弥栄（ヤサカ） 定⾷・⾷堂・居酒屋 ⽉曜夜、⽕曜 11:30〜14:00／17:00〜22:00 塩沢
8 樹楽（キラク） 居酒屋 ⽕曜、不定休 11:30〜14:00／17:00〜22:30 中軽井沢
9 軽井沢ガーデン そば・割烹・⼩料理 ⽊曜 11:00〜15:30／17:00〜20:00 借宿

10 おらんち⾷堂 定⾷・⾷堂・居酒屋 不定休 11:30〜22:00 借宿
11 ささくら そば ⽕曜（8⽉は無休、1⽉〜3⽉は⽉曜、⽕曜） 11:30〜15:00／17:00〜21:00 追分
12 きこり そば ⽕曜（夏期は無休） 11:00〜15:00／17:00〜20:00 追分
13 えにしや 居酒屋 ⽇曜（8⽉は無休） 11:30〜14:00／17:30〜24:00 中軽井沢
14 馳⾛亭（チソウテイ） 居酒屋 不定休 17:30〜25:30 塩沢
15 酒場８（サカバエイト） 居酒屋 ⽇曜 17:00〜24:00 中軽井沢
16 ｂｉｒｄ（バード） 焼⿃・ビストロ ⽉曜（⾦曜、⼟曜は焼き⿃） 17:00〜24:00 中軽井沢

2020年12⽉1⽇更新
各店とも通年営業（榮林を除く）ですが、夏期以外の定休⽇、年末年始の休業がありますので、事前にご確認下さい。
繁忙期は、リスト以外のお店も混雑のため、予約無しでの⼊店が出来ない場合があります。
GW、夏期、SW、年末年始などに外⾷予定の⽅は、早めのご予約をお勧め致します。
軽井沢は、クレジットカード不可、現⾦のみの飲⾷店も多数ありますので、カードをご利⽤予定の場合は、ご注意下さい。

0267-46-5156
0267-31-6029

0267-45-7230
0267-31-6243
0267-46-5577
0267-45-1330
0267-31-0520
0267-45-4988

0267-28-9084

店名 TEL 定休⽇／営業時間 地区
0267-41-6741
0267-31-6005
0267-45-1415
0267-46-3984 
0267-42-6441
0267-42-2196
0267-46-2559



FAX：0267-31-6247

⽉ ⽇ （ ）

： 頃

〒

メニュー
⽇付

モーニングプレート
名 名 名 名 名 名 名

トースト
名 名 名 名 名 名 名

パスタセット
名 名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

備考： 軽井沢⼭荘ル･カカナ
受  付

／

朝⾷

⼣⾷

貸出バーベキューセット
ご利⽤可能期間 ＧＷ〜１０⽉末

⽇付と⼈数(4歳以上)をご記⼊下さい。

／ ／ ／ ／ ／ ／

／ ／ ／ ／ ／ ／

朝⾷・⼣⾷および貸出バーベキューセット 申込書

ご到着⽇

到着予定時間

代表者⽒名

ご希望返信先
１つのみご記⼊

下さい

住  所

FAX番号

メールアドレス


