
KUSATU MUSIC ACADEMY

★草津アカデミー受講生受け入れ希望のペンション一覧です。

★アカデミー期間中はシャトルバスが巡回しており、各ペンションの最寄のバス停から無料でご利用いただけます。

★ペンションのお申込は事務局指定の申込用紙をご利用ください。

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり １泊２食付 和室 洋室 有 ピアノ：有

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町524の3

　Tel.(0279-88) 4450 / Fax.(0279-88) 7470　

最寄の巡回バス停：ナウリゾート前0分 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：30台 可能

滞在期間中の送迎について：必要に応じて 8時から21時まで

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり 和室 洋室 有

　 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町464の279　　

Tel.(0279-88) 2363

最寄の巡回バス停： 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：5台 9時から21時

各部屋及食堂で

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり １泊朝食付 和室 洋室 有 ピアノ：有

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町235の94

　Tel.(0279-88) 5341 / Fax.(0279-88) 6955

最寄の巡回バス停：草津クリニック前徒歩１分 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：15台

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり １泊２食付 和室 洋室 有 ピアノ：有

　　 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町1の22　　　

Tel.(0279-88) 7151

最寄の巡回バス停：わだでんき前より徒歩3分 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：6台

無料 9時～22時

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり １泊２食付 和室 洋室 有 ピアノ：有

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町464の1075

　Tel.(0279-88) 3953 / Fax.(0279-88) 7502　

最寄の巡回バス停：季の庭下0分 和洋室 入浴時間 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：8台 5～23時迄

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり １泊２食付 和室 洋室 有

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町604の11 洗濯機

　Tel.(0279-88) 5551 / Fax.(0279-88) 6710　 無料

最寄の巡回バス停：ホテルヴィレッジ前徒歩1分 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：13台 乾燥機

無料

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり １泊２食付 和室 洋室 有 ピアノ：有

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町609の5 洗濯機

　Tel.(0279-88) 3312 / Fax.(0279-88) 3403　
無料

最寄の巡回バス停：テルメテルメ前徒歩3分 乾燥機 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：12台 500円 10時～16時まで

滞在期間中の送迎について：時々に応じて送迎いたします 20時～22時まで

ランドリー ピアノと練習時間

素泊まり １泊２食付 和室 洋室 有 ピアノ：無

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町464-424

　Tel.(0279-88) 3705/ Fax.(0279-88) 7247　

最寄の巡回バス停：季の庭下0分 無料 楽器練習可能時間

駐車場収容台数：9台 20時まで

滞在期間中の送迎について：必要に応じて （変更あり）

ペンションからのコメント：ヴァイオリン又はピアノで女性の方希望／受け入れ不可日有（要問合せ）

(温泉)

ペンションからのコメント：お食事付きの場合最大２泊までとします。　素泊まりはお問い合わせください。

霊泉平右
料金（原則2～3人部屋） 部屋数の割合

6500円～ 1 7

滞在期間中の送迎について：必要に応じて練習室や、コン
サートホールまで送迎有。

滞在期間中の送迎について：必要に応じて。但し、17時～
19時半の間は不可能

ペンションからのコメント：

ペンションらんぶる
料金（原則2～3人部屋） 部屋数の割合

一人部屋希望：不可

入浴時間

ピアノ：有

20分程度のおさらい
なら可

滞在期間中の送迎について：『朝のみ送迎あり』巡回バス
運行時間内はバスをご利用頂くことになります 麦飯石人工泉

87500円

7500円～なし

（温泉）

部屋数の割合

ペンションからのコメント：アカデミー期間中は一般のお客様は泊りません

ペンションベルクラント

滞在期間中の送迎について：巡回バスのご利用のみになり
ます。

ペンションからのコメント：お食事は各自でご準備願います。湯畑まで徒歩約１０分位です。

ペンションプチポアン
料金（原則2～3人部屋） 部屋数の割合

入浴時間

入浴時間

洗濯機のみ
無料

9時～17時
19時～22時

なし 6300円 3 4

0 12

滞在期間中の送迎について：練習室、コンサートホールな
ど草津町内送迎有

一人部屋希望：不可

入浴時間

ペンションからのコメント：お食事は、ペンション付近の食堂やコンビニをご利用ください。

無料

洗濯機のみ5500円～ 6500円～

3700円

洗濯機のみ
（無料）

入浴時間

～23時迄

(温泉)

さとうペンションルーエ
料金（原則2～4人部屋） 部屋数の割合

7710円
（本館）

2 14

天狗山ペンション“トーク”
料金（原則2～8人部屋）

ピアノ：無3 (定員3
名)

2 (定員2
名)

洗濯機のみ

6580円
（ｺﾃｰｼﾞ）

第40回　草津夏期国際アカデミー＆フェスティヴァル受講生受け入れ宿泊先一覧表　

★尚、お問い合わせにつきましては各ペンションへ直接お問合せください。

ペンションはぎわら
料金（原則2～3人部屋） 部屋数の割合

一人部屋希望：不可

入浴時間

24時間可

(温泉)

部屋数の割合

ペンションからのコメント：

ペンション　ブルーベル
料金（原則2～3人部屋） 部屋数の割合

1 87500円～なし

10時～16時まで

1

9時～17時

9時～17時

24時間可

2

洗濯機のみ

21時まで

24時間可

8時～21時

一人部屋希望：不可

一人部屋希望：不可

24時間可　　(温泉)

ペンションからのコメント：期間中は95%以上がアカデミーのお客様です。コンドミニアムはキッチン・ユニットバス付きです。

9時～21時まで個室
練習室は2室有

24時間可　　(温泉)

5500円（ｺﾝ
ﾄﾞﾐﾆｱﾑ）

料金（原則2～3人部屋）

2 9

3500円～

一人部屋希望：不可

入浴時間

24時間可

一人部屋希望：
料金がアップします

(温泉)

1

http://www5.wind.ne.jp/tenpen/
http://www2.ocn.ne.jp/~p-hagi/main.html
http://www.kusatsu.ne.jp/misora/
http://www.mytrip.net/HOTEL/7399/7399.html
http://www.d9.dion.ne.jp/~bellk/
http://www3.ocn.ne.jp/~ranburu/
http://www.lun.co.jp/heisuke/
http://www.lun.co.jp/heisuke/
http://www3.ocn.ne.jp/~ranburu/
http://www.d9.dion.ne.jp/~bellk/
http://www.mytrip.net/HOTEL/7399/7399.html
http://www.kusatsu.ne.jp/misora/
http://www5.wind.ne.jp/tenpen/
http://www2.ocn.ne.jp/~p-hagi/main.html

