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【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 西館：露天風呂・トイレ付オホーツク倶楽部

デラックス露天（海側）／50㎡
【食事】 夕食：和洋中バイキング（レストラン）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 女満別空港からタクシーで約110分

中標津空港からタクシーで約120分

世界自然遺産に登録される知床の玄関口、ウトロ温泉に建つ大型ホテルです。
オホーツク海を望む好立地を誇り、最上階の大浴場にも大海原が広がります。

【特定除外日】 2019/10/12・13、2020/7/22-
25、9/19-21

【TEL】 0152-24-2021
【住所】 北海道斜里郡斜里町ウトロ東172

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 古の座：露天風呂・トイレ付和洋室（山側）／50㎡
【食事】 夕食：和洋バイキングまたはセットメニュー （レストラン）

朝食：和洋バイキングまたはセットメニュー（レストラン）
※夕・朝食とも食事内容は選択不可

【交通】 JR網走駅から送迎車で約15分または
JR呼人駅から送迎車で約3分
※無料送迎あり（JR網走駅・JR呼人駅から）

オホーツク文化がモチーフのリゾート空間。竪穴住居をヒントにしたラウンジなど、
そのもてなしはいずれも斬新。ミシュラン北海道2012でも高い評価を受けました。

【特定除外日】 2019/12/17
※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）

【TEL】 0152-48-3211
【住所】 北海道網走市字呼人159

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 豊洲亭：露天風呂・トイレ付ツイン（川側）

／40㎡
【食事】 夕食：和洋バイキング（レストラン）

朝食：和食膳（レストラン）
【交通】 JR帯広駅からタクシーで約20分

とかち帯広空港からタクシーで約40分

日高山脈を背に十勝川沿いに建つ和風リゾート。評判のモール温泉をお楽しみください。

【特定除外日】 2019/11/5-7、2020/7/1-9/30
※特典は足湯テラス「はるにれ」にてワンドリンク
※宿泊者限定の無料路線バスあり

【TEL】 0155-46-2231
【住所】 北海道河東郡音更町十勝川温泉南12

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 花もみじ：バス・トイレ付和室（山側）／12.5畳
【食事】 夕食：和食会席膳（レストラン）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 JR札幌駅から路線バスで約70分

道央自動車道 札幌ICから約40分
または北広島ICから約40分
新千歳空港からタクシーで約80分

札幌の奥座敷、定山渓温泉の純和風旅館です。大浴場は最上階の展望浴殿とかけ流しの露天風
呂、もみじ湯の2つ。3つの貸切湯でも湯元の湯を満喫できます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典は夕食時ワンドリンク（1人1杯）

【TEL】 011-598-2311
【住所】 北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32

- 2019.10.01改訂 -

※掲載の情報は2019年7月現在のものとなります。利用可能施設・ご提供内容は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）
および各施設の特定除外日（各施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 15：00  【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 秀翠館：バス・トイレ付和室（湖側）／10畳
【食事】 夕食：和食会席膳（レストラン）

朝食：バイキングまたは和定食（レストラン）
※朝食は選べません

【交通】 JR盛岡駅から路線バスで約35分またはタクシーで約20分
東北自動車道 盛岡ICから約15分

※盛岡駅西口バスターミナル28番⇔ホテル間定時シャトルバスあ
り（3日前までに要予約）、駅16：00発、ホテル10：00発

眺望自慢のお風呂が源泉100％かけ流しの宿。美肌効果があると評判のやわらかな自家源泉の
お湯をお楽しみくださいませ。

【特定除外日】 2019/10/2、11/5・6・19・20、12/3・4、
2020/1/7・8・15・16、2/5、3/4、8/3-6・29
※特典は一部ご利用できない施設があります。

【TEL】 019-689-2121
【住所】 岩手県盛岡市繋字湯の館37-1

【チェックイン】 14：00 
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（山側）／10畳
【食事】 夕食：和食会席膳（レストランまたは広間）

朝食：和洋バイキングまたは和食セットメニュー
（広間）

【交通】 JR十和田南駅から路線バスで約16分
またはタクシーで約12分
東北自動車道 十和田ICから約12分

十和田湖の南の玄関口に位置し、豊かな自然に包まれる「やすらぎとくつろぎ」をテーマにした
近代旅館です。

【特定除外日】 2020/2/22-27、8/2-6
※全館禁煙です

【TEL】 0186-30-4111
【住所】 秋田県鹿角市十和田大湯字中谷地5-1

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：展望風呂・トイレ付ツイン（海側）／52㎡
【食事】 夕食：和食会席（レストラン）

朝食：和食膳（レストラン）
【交通】 東北本線松島駅から徒歩約10分または

JR仙石線松島海岸駅から徒歩約15分
三陸道 松島海岸ICから約10分または
東北自動車道 大和ICから約30分

松島の美しい風景と、厳選された季節の食材を楽しめ、とっておきの時間を贅沢に過ごせるホテ
ルです。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 022-355-0022
【住所】 宮城県宮城郡松島町松島字東浜5-3

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 青葉館：バス・トイレ付和室または和洋室

／10〜12畳
【食事】 夕食：会席膳（会食場）

朝食：バイキング（レストラン）
【交通】 JR鳴子温泉駅から徒歩約7分または

タクシーで約3分（無料送迎あり）
東北自動車道 古川ICから約45分

創業140余年の湯治文化を伝承する温泉宿。外気や湿度によって様々な色に変化する温泉は、
100％源泉かけ流し。地元食材にこだわったおもてなし料理も好評です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0229-83-2001
【住所】 宮城県大崎市鳴子温泉字湯元36

【チェックイン】 14：30 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バスなし・トイレ付ツイン／37㎡
【食事】 夕食：フレンチフルコース（レストラン）

朝食：バイキング（レストラン）
※朝食は人数により和・洋定食となる場合が
あります。

【交通】 JR八戸駅から送迎車で約60分または
七戸十和田駅から送迎車で約45分
東北自動車道 下田白石ICから約60分

あなたの大切な人に最高のおもてなしを！

【特定除外日】 2019/10/7-11/3、
2020/4/19-24、8/1-6

【TEL】 0176-74-2300
【住所】 青森県十和田市法量字焼山36-20

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 12：00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（湖側）／40㎡
【食事】 夕食：夕食はつきません

朝食：洋食セットメニューまたは和食セット
メニュー（レストラン）

【交通】 JR洞爺駅からタクシーで約30分
または送迎車で約35分
道央自動車道 虻田洞爺湖ICから約20分

洞爺湖と内浦湾にはさまれた山の頂きに建つ、世界的なリゾートホテルです。館内には生花の香
り、生演奏の優雅な旋律、ミシュラン2つ星のレストランも備えています。スパやアウトドアなど、リ
ラクゼーション・メニューも多彩に充実しています。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典はカフェＺ（ロビーラウンジ）にてコーヒーセット
（コーヒー＋マカロン）付

【TEL】 0142-73-1111
【住所】 北海道虻田郡洞爺湖町清水

【チェックイン】 14:30 【チェックアウト】 10:00
【お部屋】 桜館または銀杏館:バス・トイレ付和室
【食事】 夕食：バイキング（レストラン）

朝食：バイキング（レストラン）
※食事会場の指定不可

【交通】 JR登別駅から路線バスで約25分
道央自動車道 登別東ICから約7km

登別の名湯を趣異なる大浴場と露天風呂で思う存分お楽しみいただけます。

【特定除外日】 2019/10/5・12・13・19・26、
2020/2/8、7/18・23-25、8/1・22・29、9/19-
21・26

【TEL】 0570-026570
【住所】 北海道登別市登別温泉町203-1

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン／22㎡
【食事】 夕食：夕食はつきません

朝食：和洋ビュッフェ（レストラン）
※朝食は人数によりプレート形式となる場合
があります。

【交通】 市電十字街電停から徒歩約1分
JR函館駅からタクシーで約5分
（JR函館駅→当館の無料お迎えあり/要予約）

函館山まで徒歩約5分。夕方からのアルコールフリードリンクが好評。客室は全室禁煙、
音響機器・コーヒーメーカー完備。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典はハーフワイン＋アイス

【TEL】 0138-23-3322
【住所】 北海道函館市末広町6-6
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【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 アネックスタワー：シャワーのみ（浴槽なし）・

トイレ付和洋室／34.02㎡
【食事】 夕食：和洋中バイキング（レストラン）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 JR黒磯駅からタクシーで約20分または

JR那須塩原駅から送迎車で約30分
東北自動車道 那須ICから約10分

地元那須の食材を中心に提供する和洋中90種バイキングが人気。露天風呂、エステ、マッサー
ジ、各種体験など充実した施設がそろう総合リゾートホテル。

【特定除外日】 2019/10/12・13・19・26、
11/2・3、2020/3/20・21・28、7/23-8/6・22・
9/19-21

【TEL】 0287-78-6000
【住所】 栃木県那須郡那須町大字高久丙1

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 湯の街館：バス・トイレ付禁煙和洋室

（渓谷側）／31.6㎡
【食事】 夕食：和洋中ブッフェ（ダイニング）

朝食：和洋ブッフェ（ダイニング）
【交通】 東武線鬼怒川温泉駅から路線バスで約7分

またはタクシーで約5分
日光宇都宮道路 今市ICから約25分

男女合わせて10種類の風呂で愉快な湯めぐりが楽しめます。客室は2014年にリニューアル。貸
切露天風呂（有料）は、カップルや家族でのご利用におすすめ。夕食は石窯ダイニングの和洋中
ブッフェが人気。

【特定除外日】 2020/1/7-9、2/18・19、3/20・21、
4/7・8、7/23-25、9/19-21

【TEL】 0288-77-0025
【住所】 栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

【チェックイン】 14：30
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（渓谷側）／10畳
【食事】 夕食：地元の食材にこだわった和食

（お食事処「谷の茶屋」）
朝食：和食（お食事処「谷の茶屋」）

【交通】 JR吾妻線中之条駅から路線バスで約40分
またはJR東京駅から高速バスで約210分
関越自動車道 渋川ICから約60分
または月野夜ICから約60分

清流・四万川沿いに建ち、客室や露天風呂から四季の移ろいをご覧いただけます。
ミネラルたっぷりの温泉を趣異なる大浴場や露天風呂でお楽しみください。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0279-64-2011
【住所】 群馬県吾妻郡中之条町大字四万甲3876-1

【チェックイン】 14：00  【チェックアウト】 10：30
【お部屋】 バス・トイレ付和室（渓流側）／10畳以上
【食事】 夕食：旬の和食会席膳（お部屋または個室食事処）

朝食：和洋バイキングまたは和定食
（レストランまたは食事処）
※朝食は和定食になる場合あり（選択不可）

【交通】 JR水上駅から徒歩約12分またはタクシーで約4分
関越自動車道 水上ICから約6分

谷川岳と利根の渓流を望む、絶景の老舗宿。文人墨客の足跡や四季の花々に囲まれながら、
15種の湯めぐりを楽しめます。こだわりの料理にも心癒されます。「牧水の湯」がリニューアルオー
プンしました。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0278-72-3221
【住所】 群馬県利根郡みなかみ町小日向573

【チェックイン】 14：00  【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室（渓谷側）／10畳
【食事】 夕食：和食会席膳（お部屋または個室料亭）

朝食：和食膳（お部屋または個室料亭）
【交通】 JR会津若松駅から路線バスで約20分

磐越自動車道 会津若松ICから約20分
福島空港からタクシーで約100分

自家源泉ならではの豊富な湯量の温泉は、浸かるたびにその質の良さを味わえます。
日替わりの料理長おすすめの料理も、美しき隠れ家・今昔亭の魅力のひとつ。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0242-27-6048
【住所】 福島県会津若松市東山町湯本247

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 凌雲閣：バス・トイレ付和室（渓谷側）／12.5畳
【食事】 夕食：和食会席膳（レストランまたは広間）

朝食：和洋バイキング（和食膳の場合あり）
（レストランまたは広間）

【交通】 JR福島駅からタクシーで約30分または
JR飯坂温泉駅から送迎車で約8分
東北自動車道 福島飯坂ICから約15分

摺上川沿いに位置し、美しい自然を見渡せる露天風呂は自家源泉で雄大な景色をお楽しみい
ただけます。

【特定除外日】 2020/1/19・26、2/29-3/2・
28、7/28

【TEL】 024-542-2226
【住所】 福島県福島市飯坂町湯野字新湯6

【チェックイン】 15：00  【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 新東館：バス・トイレ付和室（川側）／10畳
【食事】 夕食：会席膳（レストランまたは広間）

朝食：和定食（レストランまたは広間）
【交通】 JR大石田駅から路線バスで約45分

またはタクシーで約30分
東北自動車道 東根ICから約50分
※無料送迎あり（大石田駅発15:45／銀山荘発

10:30）

多くの自然に囲まれ、山々がおりなす四季の彩りと、野鳥のさえずりを聞きながら露天風呂にて
体の芯から癒されます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0237-28-2322
【住所】 山形県尾花沢市銀山新畑85

【チェックイン】 14：00  【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（山側）／12畳
【食事】 夕食：和食膳（お部屋）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 JRあつみ温泉駅から路線バスで約10分

またはタクシーで約5分（特急電車に合わせて
無料送迎あり/要事前予約）
日本海沿岸東北自動車道 あつみ温泉ICから
約5分または朝日まほろばICから約60分

創業350年の山形県庄内地方にある温泉旅館。四季の彩り美しい土地で、老舗ならではのおも
てなしと、旬の食材が豊富な和食膳をお楽しみください。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0235-43-3333
【住所】 山形県鶴岡市湯温海丁1

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
※本館45階「クラブラウンジ」または本館3階「プレミアカウンター」にて
チェックイン・チェックアウトを承ります。（7：00-22：00）
【お部屋】本館：バス・トイレ付プレミアグランツイン／35.5㎡

またはプレミアグランキング／33.7〜35.5㎡
【食事】 夕食：夕食はつきません

朝食：洋食ブッフェ（クラブラウンジ/本館45階）
※レストラン（本館2階）3店舗からもお選びいただけます。
（洋食ビュッフェ・洋定食・和洋食ビュッフェ・和定食）
【交通】 JR新宿駅西口から徒歩約5分または都営大江戸線都庁前駅

B1出口から徒歩約1分、首都高速4号線新宿ランプから約1分

クラブラウンジでは地上160ｍのパノラマとともに、朝食からティータイムのスイーツ、
バータイムのお飲物やオードブルまで、それぞれの時間帯でおくつろぎいただけます。

【特定除外日】 2019/10/1-11/3、2020/4/1-9/30
※特典は館内施設利用券1,000円分＋本館45階「クラブラウンジ」
利用可能

【TEL】 03-5322-8000
【住所】 東京都新宿区西新宿2-2-1

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 12：00
※「クラブラウンジ」にてチェックイン・チェックアウトを承ります。（7:00
〜21:30）
【お部屋】バス・トイレ付ベイクラブフロアツインパークビュー／39.6㎡
【食事】 夕食：夕食はつきません

朝食：洋食ブッフェ（クラブラウンジ）
【交通】 みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約1分

またはJR桜木町駅から徒歩約10分
首都高速横羽線みなとみらいICから約2分

最上のくつろぎを湛えた「アーバンオアシス」と呼ばれるホテル。みなとみらい駅から徒歩約1分、
緑あふれる公園と横浜港を見渡す絶好のロケーション。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3・9、
2020/1/27、2/22・23、3/20・21、7/23-8/6、9/19-21
※特典はクラブラウンジのご利用

【TEL】 045-682-2222
【住所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7

【チェックイン】 15：00 
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和洋室（山側）／48㎡
【食事】 夕食：日本料理またはフランス料理または

中国料理（レストラン）
※夕食は予約制
朝食：和洋バイキング（レストラン）

【交通】 小田急線箱根湯本駅から徒歩約3分
東名高速自動車道 箱根口ICから約5分

都心より約90分の温泉で疲れを癒し、自慢の料理で季節を味わってください。
真心を込めておもてなしいたします。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0460-85-6111
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1

【チェックイン】 14：00  【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：会席風和食膳（お食事処）

朝食：和朝食膳（お食事処）
※夕食・朝食共にアレルギー対応ほか
食事の個別アレンジはできません。

【交通】 小田急線箱根湯本駅から徒歩約6分
小田原厚木道路 箱根口ICから約10分

旧岩崎家庭園と自家源泉よりのかけ流し温泉が自慢。循環、加水、加熱を行わない100%の天然
温泉をお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/30・31、11/6・7、
12/9-12、2020/1/7・8、2/25・26、3/2・3（以
降未定）

【TEL】 0460-85-5711
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町湯本597

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付吉亭和室（海側）／12.5畳
【食事】 夕食：和食会席（料亭「阿うん」）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 JR安房小湊駅から徒歩約15分または

タクシーで約5分
館山自動車道 君津ICから約60分

※全館禁煙です。

地上35mの天空庭園風呂からは小湊港の絶景がお楽しみいただけます。ホテルより徒歩約1分
で大本山誕生寺や、鯛の浦が観光いただけます。

【特定除外日】 2020/4/3・5・7・13-17・20-
24

【TEL】 04-7095-2111
【住所】 千葉県鴨川市小湊182-2

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付デラックスツイン（山側）／35㎡
【食事】 夕食：和食またはバイキング（レストラン）

※バイキング開催日はバイキングでのご用意と
なります。（詳しくはドコモトラベルデスクにお問い
合わせください）

朝食：バイキング（レストラン）
【交通】 東京駅八重洲南口から高速バスで約90分

またはJR内房線富浦駅からタクシーで約7分
富津館山道路 富浦ICから約8分

都心に近いリゾートエリア、そして黒潮が運ぶ暖かい風、南房総には雑踏を忘れる空間がありま
す。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0470-33-3811
【住所】 千葉県南房総市富浦町多田良1212

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 松花亭：バス・トイレ付月あかり和洋室

（山側）／6畳＋ツインベッド
【食事】 夕食：和食膳（食事処）

朝食：バイキング（和食膳の場合あり）
（コンベンションホール）

【交通】 JR渋川駅から路線バスで約30分
またはタクシーで約20分
関越自動車道 渋川伊香保ICから約25分

北関東最大級1300坪の湯殿「子の湯千両」は、伊香保の源泉・黄金の湯の約4分の1を引き込む贅沢な
温泉。旬の食材による料理長自慢の創作料理も好評です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
（※）2020年2/10より全室禁煙となります。
※特典はコーヒー券（1人1枚）

【TEL】 0279-72-2701
【住所】 群馬県渋川市伊香保町135

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：会席膳（食事処）

朝食：和食（食事処）
【交通】 JR渋川駅から路線バスで約30分

関越自動車道 渋川伊香ICから約20分

伊香保温泉の中心「石段街」に近い「黄金の湯」源泉掛け流しの宿。黄金の湯源泉かけ流しの展
望大浴場で絶景のパノラマを楽しんだ後は、料理長手作りの会席料理に舌鼓。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0279-72-3322
【住所】 群馬県渋川市伊香保町伊香保52

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

設定期間終了
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【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 水月の庄：シャワーのみ（浴槽なし）・ トイレ付

和洋室（山側）／46㎡
【食事】 夕食：足柄遊膳（和食会席）または

炙り焼き会席（食事処）
※夕食時間とメニューはチェックイン時に
先着順に受付（事前予約はできません）
朝食：和食膳（食事処）

【交通】 箱根登山鉄道小涌谷駅から徒歩約15分
小田原厚木道路 箱根口ICから約30分

小涌谷温泉・宮ノ下温泉の2種類の温泉を4つの露天付き大浴場と3つの貸切風呂で堪能できま
す。

【特定除外日】 2020/7/23-25、9/19-21

【TEL】 0460-85-5489
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷字
492-23

【チェックイン】 14：30  【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（川側）／10畳
【食事】 夕食：会席料理（お部屋）

朝食：和定食（会食場またはお部屋）
【交通】 JR御殿場線谷峨駅から路線バスで約30分

（無料送迎あり）または
小田急線新松田駅から路線バスで約55分
東名高速道路 大井松田ICから約40分

かくれ湯の里信玄館は、中川の清流に面して建ち、男女それぞれにサウナと露天風呂を備えた
大浴場がある他、趣の異なる三つの貸切風呂は庭に面し、広々とした浴室は完全貸切制となっ
ていて当館ならではの温泉情緒がお楽しみいただけます。

【特定除外日】 2019/11/16・23
【TEL】 0465-78-3811
【住所】 神奈川県足柄上郡山北町中川577-6

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室（山側）／10畳
【食事】 夕食：郷土色豊かな和会席（個室食事処

またはお部屋）
※夕食場所は選べません

朝食：和洋中バイキング（レストラン）
【交通】 JR石和温泉駅から徒歩約5分

中央自動車道一宮御坂ICから約10分

石和温泉駅から徒歩圏内の好立地。自家源泉かけ流しの広々とした大浴場や露天風呂が日々
の疲れを癒します。毎晩9時より慶山太鼓ショーを開催しています。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典はワイン（720ｍｌ）1組1本＋コーヒー券・宿オリジ
ナル湯の素（各1人1つ）付

【TEL】 055-262-2161
【住所】 山梨県笛吹市石和町市部822

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室（湖・富士山側）／12.5畳
【食事】 夕食：会席料理（お部屋（4名まで））

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 富士急行線河口湖駅から路線バスで約25分

またはタクシーで約12分
中央自動車道河口湖ICから約15分
または一宮御坂ICから約35分

四季変わりゆく富士山と河口湖の風情をお楽しみください。和テイストに洋の趣向を加えた館内
には最上重の“遊”と“寛”が広がっています。

【特定除外日】 2020/8/5
【TEL】 0555-76-8888
【住所】 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2312

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 12：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（湖側）／30.4㎡
【食事】 夕食：フランス料理または懐石料理（レストラン）

朝食：洋食または和食（レストラン）
【交通】 小田急線箱根湯本駅から路線バスで約40分

またはタクシーで約25分
箱根新道 芦ノ湖大観ICから約15分または
東名高速道 御殿場ICから約40分

広大な庭園から富士山を仰ぐ、芦ノ湖畔随一の眺望。本場仕込みのフランス料理や伝統的
な懐石料理が自慢のリゾートホテルです。

【特定除外日】 2019/10月-11月の土曜日、10/13、
11/3・10-22、2020/4月-9月の土曜日、1/12、2/17-
19、3/20、5/11-22、7/23・24・31、8/2・3、9/20・21

【TEL】 0460-83-6321
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 露天風呂・トイレ付和洋室／36㎡

※客室露天風呂は温泉ではありません
【食事】 夕食：和食会席またはしゃぶしゃぶ・寿司・

天ぷらのセットメニュー（食事処）
※夕食時間はチェックイン時先着順に受付

朝食：和食膳（食事処）
【交通】 箱根登山鉄道強羅駅から徒歩約1分

小田原厚木道路 箱根口ICから約30分
または東名高速道路 御殿場ICから約40分

強羅駅から徒歩約1分。箱根観光の拠点に最適な全室露天風呂付きの宿。

【特定除外日】 2020/7/23-25、9/19-21
【TEL】 0460-86-1333
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-34

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：和食会席料理（お部屋または食事処）

朝食：和定食（お部屋または食事処）
【交通】 小田急線箱根湯本駅から徒歩約5分

またはJR小田原駅からタクシーで約25分
東名高速道路 厚木ICから約40分
または沼津ICから約70分

箱根湯本駅から歩いて約5分とアクセスの良い近代建築の純和風旅館です。広々としたロビーや開放
感あふれる大浴場、山海の幸をふんだんに使った料理が自慢です。

【特定除外日】 2019/12/19、2020/1/15
【TEL】 0460-85-5561
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町湯本688

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 露天風呂・トイレ付ツイン／36㎡
【食事】 夕食：和会席（お食事処）

※夕食時間は当日先着順にて受付、メニューは
ご予約時「和牛しゃぶしゃぶ」「和牛すき焼き」
「海鮮しゃぶしゃぶ」よりグループ毎に選択し
ご連絡ください。（選択ない場合は内容お任せ）
朝食：和食膳（お食事処）

【交通】 小田急線箱根湯本駅から徒歩約10分
小田原厚木道路 箱根口ICから約15分

「和モダン」を設えた全室露天風呂付きのデザイナーズ湯宿。露天風呂付き大浴場の他、趣の
異なる2ケ所の貸切風呂が無料で利用可能。「月」と箱根の伝統工芸「寄木細工」をモチーフとし
た空間を館内の至る所に配し、「和」の設えと「洋」の使いやすさを追求。

【特定除外日】 2019/10/2、12/4・5、2020/1/22・23、
2/19・20

【TEL】 0460-85-5489
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町湯本588-1

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（山側）／8畳+次の間
【食事】 夕食：源泉会席料理（約11品）

（食事処または広間）
朝食：和食（食事処または広間）

【交通】 伊豆急行線伊豆急下田駅からタクシーで約20分
※送迎あり（事前予約制）
新東名高速道路 長泉沼津ICから約100分
または東名高速道路 沼津ICから約100分

3本の自家源泉から湧出する源泉かけ流し100%の一軒宿です。泉質はアルカリ性単純泉。トロト
ロ、すべすべの肌触りは、お肌に嬉しい美肌の湯です。

【特定除外日】 2019/10/18-20
※特典は館内施設利用券1,000円分＋飲む温泉「観音温泉」
（500ｍｌペットボトル）1人1本＋オリジナルボディソープ（女性のみ）

【TEL】 0558-28-1234
【住所】 静岡県下田市横川1092-1

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 西館：バス・トイレ付和室（海側）／10畳
【食事】 夕食：磯会席料理（レストラン）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 伊豆急行線伊豆急下田駅から路線バスで

約60分またはタクシーで約40分
東名高速道路 沼津ICから約120分

※送迎あり（堂ヶ島バス停より/到着時要連絡）

伊豆の松原と呼ばれる、断崖絶壁が美しい堂ヶ島の景勝をたっぷりとご堪能いただけます。展望大浴場
や露天風呂からの眺めも良く365日リゾート気分が味わえます。

【特定除外日】 2019/12/10-12、2020/1/8-
10、4/20-24、6/23・24、7/23-8/6・17-23

【TEL】 0558-52-2211
【住所】 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2977-1

【チェックイン】 15：00 【 チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（山側）／10畳
【食事】 夕食：懐石料理（全11品）（レストラン）

朝食：和定食または洋定食（レストラン）
※朝食はおひとり様毎に「和定食」または
「洋定食」よりチェックイン時に選択可

【交通】 長野電鉄湯田中駅から路線バスで約15分
またはタクシーで約7分（無料送迎あり/要事前予約）
上信越自動車道 信州中野ICから約20分

県内最大級の湯量を持ち、チェックイン15時、チェックアウト11時の20時間ステイが可能。併せ
て大浴場もいつでもご利用いただけます。月毎に替わる献立の創作懐石料理は旬の素材を生か
し滋味豊か。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典は館内利用券1,000円分＋誕生日や結婚
記念日などの場合はフレーム入り記念写真

【TEL】 0269-33-3551
【住所】 長野県下高井郡山ノ内町平穏1410

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 そよ風館：バス・トイレ付和室（海側）／13畳
【食事】 夕食：和食（お部屋）

朝食：和洋バイキング（和食膳の場合あり）
（コンベンションホール）

【交通】 JR村上駅からタクシーで約8分
日本海東北自動車道神林・岩船ICから約10分

海の彩り、夕日の輝き、日本海を一望できる波打際。季節の情緒を味わえるリゾート和風館です。
湯量豊富な露天風呂が男女別々にあり、貸切風呂もございます。

【特定除外日】 2020/8/1-6
【TEL】 0254-53-2131
【住所】 新潟県村上市瀬波温泉2-10-24

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／10-12畳
【食事】 夕食：和風会席料理

（食事処またはレストラン（選択不可））
朝食：和洋バイキング（和定食の場合あり）

（コンベンションホール）
【交通】 上越新幹線JR越後湯沢駅から徒歩約8分

関越自動車道 湯沢ICから約6分

大自然に囲まれた越後湯沢温泉の高台に位置する和風温泉旅館。
「山の湯」「里の湯」「空の湯」、多種類のお風呂をお楽しみいただけます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 025-784-3357
【住所】 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢419

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 翠館：露天風呂・トイレ付和室（川側）／13畳
【食事】 夕食：会席料理（個室食事処）

朝食：和洋中バイキング（和定食の場合あり）
（レストラン）

【交通】 JR信濃大町駅から路線バスで約15分
またはタクシーで約13分
長野自動車道 安曇野ICから約35分

四季折々の風雅な薫りと光にふれ、和やかに和感にひたりながら信州の情緒をお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/1-31、2020/2/6、6/7、
8/1-6・17-31
※特典はコーヒー券（1人1枚）

【TEL】 0261-22-5501
【住所】 長野県大町市平2884-13

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（山側）／35㎡
【食事】 夕食：和食（レストラン）

朝食：バイキング（レストラン）
【交通】 JR北陸新幹線長野駅から路線バスで

約30分（無料送迎あり）または
JR篠ノ井駅から車で約15分
上信越自動車道 長野ICから約2分

北信五岳や千曲川など自然に恵まれ、情緒豊かな街並みを残す、真田藩ゆかりの城下町。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 026-278-1811
【住所】 長野県長野市松代町西寺尾1372-1

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 源泉かけ流し内湯・トイレ付離れ和室

／本間8畳以上
【食事】夕食：季節の和会席（お部屋（4名まで）、個室

（5名以上））
朝食：和定食（食堂またはダイニング（選択不可））

【交通】上田電鉄別所温泉駅から徒歩約5分
または送迎車で約2分
上信越自動車道 上田菅平ICから30～40分

大正6年創業。登録有形文化財に指定され、宮大工が腕を振るった風格が今もなお息づいてい
る宿です。白熱灯の柔らかな温もりや、レトロな調度品でしつらえた造りが随所にみられ、大正浪
漫の世界を感じさせます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※館内にはエレベーター等の設備はございません。
階段が御心配な方は、ご相談ください。

【TEL】 0268-38-3131
【住所】 長野県上田市別所温泉169

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付（セパレート）スタンダードツイン／25.75㎡
【食事】 夕食：コースディナー

（ホテル内1階 シェフズトライテーブル）
※夕食は季節により、コース内容が異なります。
朝食：和洋のバイキング

（ホテル内1階 シェフズトライテーブル）
【交通】 JR東海道本線蒲郡駅からシャトルバスで約15分

東名高速道路 音羽蒲郡ICから約20分

テーマパークラグナシアと直結の唯一のホテル。世界初の、ロボットが働くホテルとしてギネス認
定された最先端のロボットホテル。フロントには全長7mのティラノサウルスの恐竜ロボットがお出
迎え。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3、2020/5/15-17、
7/18-8/30、9/19-21
※特典はラグナシア入場券2日券&ラグーナの湯1回券

【TEL】 0533-58-2088
【住所】 愛知県蒲郡市海陽町1-4-1

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 和Ｒｅｓｏｒｔ浪漫：バス・トイレ付ハリウッドツイン

またはスクエアツイン／36.4㎡
【食事】 夕食：メイン料理を選べる会席（個室食事処）

朝食：バイキング（レストランまたは大広間）
【交通】 JR三河三谷駅から無料送迎シャトルバスで

約5分（要事前予約）
東名高速道路 音羽蒲郡ICから約20分

天然アルカリ性単純泉と天然ラドン温泉の2種類の源泉を使用し、炭酸風呂やアロマミストサウナ
など7種類の趣向の異なる湯めぐりがお楽しみいただけます。身体にやさしいアンチエイジングの
宿をめざしており、湯上り処にはナノ水を使用した7つの健康茶をご用意いたしております。

【特定除外日】 2019/10/1・2、11/22・29、
2020/4/10・12・13

【TEL】 0533-68-4641
【住所】 愛知県蒲郡市三谷町鳶欠14-1

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 別邸：シャワーのみ（浴槽なし）・トイレ付

山の音和洋室（庭側）／50～58㎡
【食事】 夕食：【A】海鮮しゃぶしゃぶ

【B】お肉の溶岩焼き（食事処）
※夕食はグループごとに夕食内容・時間をチェックイン時に選
択、お席の関係でご希望に添えない場合があります。※朝食
は夕食時にお一人様ごとに選択可。

朝食：和食または洋食（食事処）
【交通】 伊豆急行線伊豆高原駅からタクシーで約7分

または送迎車で約7分
小田原厚木道路 石橋ICから約120分

都会の喧騒から離れたお宿です。露天風呂や貸切風呂など8種類の湯船で源泉かけ流しを満
喫できます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0557-55-3311
【住所】 静岡県伊東市八幡野1326-5

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 新館：シャワーのみ（浴槽なし）・トイレ付

和室（山側）／12畳
【食事】 夕食：月替わり会席（食事処）

※夕食はチェックイン時にご案内。
お席の関係上ご希望に添えない場合があります。
朝食：和食または洋食（食事処）

【交通】 伊豆箱根鉄道修善寺駅から路線バスで約8分
東名高速道路 沼津ICから約45分

創業400年。様々な時代の移り変わり体感くださいませ。自慢は月替わり会席と3つの無料貸切
風呂。

【特定除外日】 2019/10/1-12/6
【TEL】 0558-72-2000
【住所】 静岡県伊豆市修善寺874-1

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室（海側）／10畳
【食事】 夕食：フレンチ懐石（「FOUR SEASON」）

朝食：和食膳（「FOUR SEASON」）
【交通】 伊豆急行線伊豆熱川駅からタクシーで

約10分※無料送迎あり
（定時運行/13：25～17：50発/10便）
小田原厚木道路 小田原西ICから約90分

静かな海沿いの北川温泉でかけ流しの湯を愉しむ贅沢。和の情緒や趣はそのままに、
リゾートの心地よさでおもてなしいたします。

【特定除外日】 2020/8/1-6・17-23
【TEL】 0557-23-1213
【住所】 静岡県賀茂郡東伊豆町北川温泉

【チェックイン】 15：00  【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 素翁亭：露天風呂・バス（客室内）・

トイレ付客室和室／10畳+広縁（5畳）
【食事】 夕食：和会席（お部屋）

朝食：和定食（お部屋）
【交通】 JR来宮駅から徒歩約15分または

JR熱海駅からタクシーで約8分
西湘バイパス 石橋ICから約25分

熱海西部、高台の閑静な住宅街に佇む老舗旅館で、お部屋の月見台からは、雄大な相模湾が
ご覧いただけます。敷地内に沸く自家源泉“平戸の湯”は大浴場、天空の露天風呂にてご利用い
ただけます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典は館内施設利用券1,000円分＋
モーニングコーヒーサービス（1人1杯）

【TEL】 0557-81-6185
【住所】 静岡県熱海市小嵐町14-8

【チェックイン】 15：00  【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 別邸扇栄：露天風呂・トイレ付和室（海側）／

10畳
【食事】 夕食：季節替りの懐石料理（食事処）

朝食：和定食（食事処）
【交通】 名鉄西浦駅から送迎車で約10分

（無料送迎あり／名鉄西浦駅から）
東名高速道路 音羽蒲郡ICから約45分または
岡崎ICから約60分

三方を海に囲まれた風光明媚な高台にあり、天空露天風呂から見下ろす景色に、
天空に浮かんでいるかのような気分が味わえます。

【特定除外日】火・水・木曜日
※特典は館内施設利用券1,000円分（お1人様ずつ）

【TEL】 0533-57-9111
【住所】 愛知県蒲郡市西浦町大山17

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付コーナーツイン／62㎡
【食事】 夕食：海の幸膳（綺羅（4F））

※夕食の内容・時間（17：30～/19：30～）は
要事前予約

朝食：バイキング（綺羅（4F））
【交通】 伊豆急行線伊豆高原駅から送迎車で約7分

伊豆スカイライン 天城高原ICから約15分

赤沢温泉ホテルはDHCがプロデュースするリゾートホテルです。24万㎡の赤沢温泉郷の中には
温泉やお食事、遊び、美容の施設があり楽しみ方はお客様次第。赤沢の豊かな自然が与えてく
える至福のリフレッシュタイムをご堪能ください。DHC直営なのでアメニティも充実しております。

【特定除外日】 2020年1月と6月にメンテナンス休館あり
（日程未定）
※特典は夕食時にDHCビールまたはソフトドリンク（1人1
杯）

【TEL】 0557-53-5555
【住所】 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付楽和室（川側）／10～12畳
【食事】 夕食：和懐石（お食事処「べにはな」）

朝食：和食膳（お食事処「べにはな」）
【交通】 JR加賀温泉駅から路線バスで約20分

（小松空港、加賀温泉駅より送迎あり
〈定期運行/要事前予約〉）
北陸自動車道 加賀ICから約20分または
片山津ICから約20分

風光明媚な鶴仙渓を望む、加賀コンシャスな湯宿。ご夕食は、料理長こだわりの加賀会席をご用
意。揚げ立て天婦羅はお好きなだけお召し上がりいただけます。天然温泉に寛ぎ、本格スパで
五感を癒すひとときを。

【特定除外日】 2020/8/1-6・17-23
【TEL】 0761-78-5656
【住所】 石川県加賀市山中温泉東町1-ホ14-3

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／12.5畳
【食事】 夕食：地産地消ディナービュッフェ（レストラン）

朝食：地産地消モーニングビュッフェ（レストラン）
【交通】 JR加賀温泉駅から路線バスで約25分

またはタクシーで約20分
北陸自動車道 加賀ICから約20分

創業八百年、三十五代伝承の宿。名勝・鶴仙渓を望む、渓流野天風呂は湯量豊富。
夕・朝食とも、地産地消の手造りビュッフェ。温泉街中心に近く散策に便利です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0761-78-1321
【住所】 石川県加賀市山中温泉東町2-ヘ-1

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 露天風呂・バス（客室内）・トイレ付和室（川側）
／10畳
【食事】 夕食：会席料理（レストラン（部屋食の場合あり））

朝食：バイキング（和定食の場合あり）（レストラン）
【交通】 JR岐阜駅から路線バスで約15分

またはタクシーで約10分
岐阜各務原IC・一宮木曽川ICから約30分または
名神高速自動車道 岐阜羽島ICから約40分

創業1860年。清流長良川と金華山に抱かれた町屋通りの一角に佇む、芭蕉ゆかりの老舗旅館。

【特定除外日】 10月～12月の休前日、
2020/8/2-6

【TEL】 058-265-1551
【住所】 岐阜県岐阜市湊町10

【チェックイン】 15：00 
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：和会席（お部屋）

朝食：和定食または洋定食（広間）
【交通】 JR高山駅から徒歩約7分または送迎車で約3分

（無料送迎あり／要事前連絡）
中部縦貫自動車道 高山ICから約15分

飛騨高山の観光名所、高山陣屋、古い町並み、朝市などの見所へ徒歩約1分と絶好のロケー
ションに位置する宿。

【特定除外日】 2019/10/1-11/16、
2020/4/13-15、8/1-6・17-31

【TEL】 0577-34-1234
【住所】 岐阜県高山市本町1-5

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バスなし・トイレ付和室／8畳または10畳
【食事】 夕食：季節の会席料理（お部屋（20：00以降の

スタートはお食事処））
※夕食：5名様以上は個室会場にて（要予約）。
20:00以降のスタートはお食事処となります。

朝食：和定食（朝食会場）
【交通】 JR下呂駅からタクシーで約5分

中央自動車道 中津川ICから約60分

下呂の街並を見下ろす敷地約5万坪の庭園に佇む日本の旅館文化を今に伝える古格宿。

【特定除外日】 2019/12/5・6、2020/1/7-9
【TEL】 0576-25-4126
【住所】 岐阜県下呂市湯之島645

【チェックイン】 14：00  【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（渓谷側）／11畳
【食事】 夕食：和食会席（お部屋または食事処

（選択不可））
朝食：和食膳（夕食会場と同じ）

【交通】 富山地方鉄道宇奈月温泉駅から徒歩約3分
北陸自動車道 黒部ICから約17分

大迫力の黒部渓谷が湯けむりの向こうに広がる3つの露天風呂が、至福の時を約束。
日本海の魚介類や蟹など、富山の旬の味を満喫できる料理も評判の老舗旅館。

【特定除外日】 休前日、2020/1/6-4/15
【TEL】 0765-62-1211
【住所】 富山県黒部市宇奈月温泉347-1

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付西の風和室（海側）／13.5畳
【食事】 夕食：会席料理（レストラン）

朝食：バイキング（レストラン）
【交通】 JR七尾線和倉温泉駅からタクシーで約10分

または送迎車で約5分
能越自動車道 和倉ICから約5分または
北陸自動車道 金沢東ICから約80分

ロビー、お風呂からも七尾湾を一望できます。

【特定除外日】 2019/10/11・16、11/2・8、12/1・
2・16・17、2020/1/29・30、2/25-27、3/2・6

【TEL】 0767-62-3333
【住所】 石川県七尾市和倉温泉

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 露天風呂・トイレ付和室（山側）／8畳
【食事】 夕食：和食会席（レストラン）

朝食：和食バイキング（レストラン）
【交通】 JR富山駅からタクシーで約35分または

富山地方鉄道上市駅から送迎車で約5分
※無料送迎あり（富山地方鉄道上市駅から）
北陸自動車道 立山ICから約10分

富山県認定「食の匠」のひとり、峯山料理長が造る旬の会席と茶褐色の天然温泉で美容効果を
高めてくれ、お楽しみいただけます。

【特定除外日】 2020/9/1-3
【TEL】 076-472-6333
【住所】 富山県中新川郡上市町湯上野1

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 本館・南館：バス・トイレ付和室／10～12畳

西館：バス・トイレ付和室／8畳＋広縁
【食事】 夕食：認証近江牛とバームクーヘン豚の旨みを

味わい尽す京風会席（個室または広間）
朝食：料理長こだわりのオリジナル朝食

（和食）（個室または広間）
【交通】 JR湖西線おごと温泉駅からタクシーで約5分

名神高速道路 京都東ICから約20分

びわ湖を一望できる最上階（11階）の露天「月心の湯」など館内4つの温泉で湯めぐりをお楽しみ
ください。

【特定除外日】 休館日（2020/8/31）、
2019/11/23・30、2020/4/4・11

【TEL】 077-579-1111
【住所】 滋賀県大津市苗鹿2-30-7

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 12：00
【お部屋】 バス・トイレ付エグゼクティブツイン／42㎡
【食事】 夕食：京懐石または鉄板焼または中国料理（選択可）

（館内レストラン）※夕食は要事前予約
朝食：和朝食または洋食ブッフェ （和食のみLO9：30、

2店舗より選択）（館内レストラン）
【交通】 地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩約8分

またはJR京都駅からタクシーで約15分
名神高速道路 京都東ICから約30分
または京都南ICから約30分

京都御所の西側、市内の中心に位置し、「ゆとりとくつろぎ」をテーマに設計された客室、
横長のソファ、洗い場付きのバスルームなどご自宅のようにお寛ぎいただけます。

【特定除外日】 2019/11/22-12/7、2020/3/19-4/11
※特典は自分で点てる客室用抹茶

【TEL】 075-441-4411
【住所】 京都府京都市上京区新町通中立売（御所西）

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（海側）／36㎡
【食事】 夕食：バイキングまたは和食（レストランまたは

洋宴会場） ※夕食は要事前予約
朝食：バイキング（レストランまたは洋宴会場）

【交通】 京都丹後鉄道宮津駅から送迎車で約12分
京都縦貫自動車道 宮津天橋立ICから約15分

2016年4月にリニューアルしました。日本三景と過ごす海辺の日をお楽しみください。

【特定除外日】 2020/2/11-14、4/2・3
【TEL】 0772-25-1800
【住所】京都府宮津市字田井小字岩本58

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 波の抄：露天風呂・トイレ付和洋室（海側）／41㎡
【食事】 夕食：紀州舟盛会席または季節の趣好会席

（レストラン）
朝食：和食または洋食セットメニュー

（夕食時選択）（レストラン）
【交通】 JR紀勢本線白浜駅から路線バスで約25分または

タクシーで約15分
阪和自動車道 南紀田辺ICから約25分または
みなべICから約30分

大海原に漕ぎだす舟の先端に佇んでいるような、景色と自然から命名された「海舟」。
目の前に広がる海とともに、非日常を堪能できる贅沢なひとときが楽しめます。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3、
12/10・11、2020/1/6・7、3/20・21

【TEL】 0739-82-2220
【住所】 和歌山県西牟婁郡白浜町1698-1

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 露天風呂・トイレ付和室（庭園側）／12.5畳
【食事】 夕食：和会席（専用食事処）

朝食：和定食または洋定食（専用食事処）
※朝食はお選びいただけます。

【交通】 えちぜん鉄道あわら湯のまち駅から徒歩約5分
またはJR北陸本線芦原温泉駅から路線バスで
約15分
北陸自動車道 金津ICから約15分

北陸屈指のスケールを誇る大浴場や露天風呂で、ゆったり寛ぎリフレッシュできます。
木の香漂うゆとりのお部屋や熟練の料理人たちによる料理にも癒されます。

【特定除外日】 休前日、2020/4/5
【TEL】 0776-77-2560
【住所】 福井県あわら市舟津31-24

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：和食（レストラン）

朝食：バイキングまたは和定食（レストラン）
【交通】 JR加賀温泉駅から無料送迎バス（要予約）で

約20分
北陸自動車道 加賀ICから約25分または
片山津ICから約30分
小松空港から車で約40分

舞台は、北陸絶景の自然、水郷の風情と真心に満ちたヒーリングリゾート。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0761-78-5550
【住所】 石川県加賀市山中温泉河鹿町ホ-100

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン／36㎡
【食事】 夕食：和食（レストランまたは宴会場）

朝食：バイキングまたは和定食（レストランまたは
宴会場）

【交通】 JR金沢駅から特急バス1時間15分、
高浜駅からタクシーで約7分または
JR七尾線羽昨駅から送迎車で約25分
（無料送迎あり）
のと里山海道 西山ICから約10分

2016年4月に「日本の夕陽百選の宿」に認定されました。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0767-32-3111
【住所】 石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ-1

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 東館：バス・トイレ付和室／12畳
【食事】 夕食：会席料理（レストラン）

朝食：和食バイキング（レストラン）
【交通】 JR湖西線おごと温泉から送迎車で約8分

名神高速道路 京都東ICから約20分

JRで大阪から約50分、京都から約20分、交通至便な琵琶湖畔のホテルです。男女2ヶ所、計4ヶ
所の大浴場でおごとの名湯を満喫できます。各種施設も充実。

【特定除外日】 2020/4/3-5（以降未定）
【TEL】 077-579-2111
【住所】 滋賀県大津市雄琴6-5-1

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

み や づ



－ －10

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 游月山荘：バス・トイレ付和室／8畳
【食事】 夕食：京会席（お部屋）

朝食：和定食（お部屋）
【交通】 神戸電鉄有馬温泉駅から徒歩約10分

（無料送迎あり／到着時要連絡）または阪急バス
有馬温泉バスセンターから徒歩約6分
中国自動車道 西宮北ICから約15分

有馬温泉の中でも立地に恵まれ、自然と温泉に心も身体も癒されます。滝川沿いの露天風呂で
は源泉と共に川のせせらぎや木々のざわめきに自然との一体感が味わえます。

【特定除外日】 2019/10/8・9・29、12/18・19、
2020/1/14-20、2/4・5、3/3・4

【TEL】 078-904-0366
【住所】 兵庫県神戸市北区有馬町318

【チェックイン】 14:30 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 南館:バス・トイレ付和室／10畳
【食事】夕食：神戸牛銀せいろ蒸し付バイキング（レストラン）
※神戸牛銀せいろ蒸しは小学生以上1人1人前、食べ放題
ではありません。

朝食：バイキング（レストラン）
【交通】神戸電鉄有馬温泉駅から徒歩約6分

（無料送迎あり/到着時要連絡）
阪神高速北神戸線 有馬口ランプから約5分

和風・ローマ風･湯治場風の三大浴場で、名湯有馬の湯巡り・温泉三昧。700年の歴史と伝統が
宿る有馬温泉の老舗旅館。

【特定除外日】 2019/10月・11月の休前日、10/4-
12/13の金曜日、10/31、12/7・14・16-18、
2020/1/6、3/2（以降未定）

【TEL】 078-904-0501
【住所】 兵庫県神戸市北区有馬町1904

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：季節の会席料理（食事処個室または

お部屋またはレストラン）
朝食：和定食またはバイキング（食事処個室
またはレストラン）

【交通】 JR浜坂駅から路線バスで約25分または
JR江原駅から送迎車で約45分（要予約）
北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山ICから約50分
または鳥取自動車道 鳥取ICから約50分

自家源泉より湧き出る天然温泉を、長寿大岩風呂、露天風呂など館内に配湯しております。お食
事は旬の食材を活かした会席料理をご賞味ください。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 079-692-1111
【住所】 兵庫県美方郡新温泉町湯1535

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付スーペリアツイン／39㎡
【食事】夕食：【A】地中海フレンチコース 【B】鉄板焼コース

【C】和食会席 から選択（レストラン）
※夕食時間は要事前予約。
※夕食【A】は男性のみドレスコードあり。

朝食：和洋バイキング（レストラン「コッコラーレ」
または宴会場）

【交通】 JR舞子駅から高速バスで約15分
神戸淡路鳴門自動車道 淡路ICから約5分
または東浦ICから約5分

明るく開放的な客室は、ベイエリアを臨むバルコニー付きで、専用のチェアとテーブルを完備。
リゾート感に満ちた空間と心地よい眠りで上質なひとときをお過ごしください。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0799-74-1112
【住所】 兵庫県淡路市夢舞台2番地

【チェックイン】 15：00  【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 潮聞亭：バス・トイレ付和室（海側）／10畳
【食事】 夕食：地産食材を盛り込んだ自慢の会席

（レストラン）
朝食：和定食（レストラン）

【交通】 JR紀伊勝浦駅から徒歩約7分または
観光桟橋から専用船で約5分
紀勢自動車道 すさみ南ICから約70分

紺碧の海に囲まれた絶景を誇る、孤島の温泉宿。館内のいたるところから海が望め、海との一体
感を味わえる名物露天風呂「紀州潮聞之湯」は一見の価値あり。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3・8、
12/16-20、2020/3/20・21（以降未定）
※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）

【TEL】 0735-52-1111
【住所】和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室（山側）／8畳
【食事】 夕食：京風懐石料理（お部屋または食事処）

朝食：和朝食（お部屋または食事処）
※食事場所はお選びいただけません。

【交通】 神戸電鉄有馬温泉バス停から送迎車で約2分
（無料／到着時要連絡）
阪神高速北神戸線 西宮山口南ICから約2km

有馬随一の湯量と良泉質を誇る自家源泉所有の元湯旅館。創業以来源泉かけ流しの温泉と、
有馬一広大な敷地に広がる日本庭園で四季の散策もお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/30、12/5、
2020/1/14・15（以降未定）

【TEL】 078-904-0731
【住所】 兵庫県神戸市北区有馬町1455-1

【チェックイン】 15：00 
【チェックアウト】 10：30
【お部屋】 バス・トイレ付デラックスツイン（海側）／

80～90㎡
【食事】 夕食：王様のビュッフェ

（1Fレストラン「フォルナーチェ」）
朝食：王様のビュッフェ（朝）
（1Fレストラン「フォルナーチェ」）

【交通】 JR白浜駅からタクシーで約12分
阪和自動車道 南紀田辺ICから約20分

全室オーシャンビューのラグジュアリースイートルーム！ 地元の旬の食材を活かした料理が
料理長こだわりの一品となっております。夢とこだわりが織りなす至福の時間をお届けします。

【特定除外日】 2019/12/4/5
【TEL】 0739-42-3322
【住所】 和歌山県西牟婁郡白浜町3745

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室（海側）／12.5畳+8畳
【食事】 夕食：和食会席料理（お部屋）

朝食：和食セットメニュー（お部屋）
【交通】 JR白浜駅から路線バスで約15分または

タクシーで約10分
阪和自動車道 南紀田辺ICから約30分

碧い海、白い砂浜の白良浜の目の前に建ち、全室オーシャンビューのお部屋より白浜随一の絶
景が望めます。旬の食材を使用した和食会席料理を心行くまでご堪能ください。

【特定除外日】 2020/1/13-17・20-23、3/20-
31、7/18-8/6・17-31、9/19-21

【TEL】 0739-43-0100
【住所】 和歌山県西牟婁郡白浜町868

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バスなし・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：和会席（食事処）

朝食：和食膳（食事処）
【交通】 JR姫新線林野駅から送迎車で約5分または

高速バス停中国道美作ICから送迎車で約8分
中国自動車道 美作ICから約8分または
山陽自動車道 和気ICから約50分

女性に優しい新しいタイプの和風旅館。瀬戸内、日本海、里山の会席料理が楽しめる旅館です。
癒しと感動の体験は新たな一日を育みます。

【特定除外日】 休館日（2019/12/9・10、以降
未定）

【TEL】 0868-72-1523
【住所】 岡山県美作市湯郷180

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：30
【お部屋】 西館：バス・トイレ付和室（庭園側）／10畳
～
【食事】 夕食：萩の四季会席（レストラン）

朝食：和定食（レストラン）
【交通】 JR東萩駅からタクシーで約8分

中国自動車道美称東ICから約30分

世界遺産「萩城下町・旧上級武家地」の中心毛利屋敷跡に佇む和洋の趣を持つ宿。
城下町・萩城跡も徒歩圏と観光にも最適です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0838-22-7521
【住所】 山口県萩市堀内210-12

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 咲楽館：バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：会席料理（夏季はバイキング）

（レストランまたは食事処）
朝食：和洋バイキング（レストラン）

【交通】 JR・高松琴平電鉄琴平駅から徒歩約15分
高松自動車道 善通寺ICから約15分

こんぴらさん石段22段目の温泉旅館です。女性露天風呂にはバラを浮かべた「華風呂」がありま
す。7Fレストラン「ゐきり」の朝食バイキングも好評です。

【特定除外日】 2019/11/2・3、2020/3/20・
21、4/3-19、9/19-22

【TEL】 0877-75-3218
【住所】 香川県仲多度郡琴平町977-1

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】本館：バスなし・トイレ付和室／8畳
【食事】 夕食：基本会席（レストランまたはホール）

朝食：和定食または洋食（レストラン）
※そばアレルギーの方はお知らせください。
※朝食はチェックイン時に選択。

【交通】 JR大歩危駅から路線バスで約40分またはタクシーで約30分
徳島自動車道井川池田ICから約55分または
高知自動車道大豊ICから約70分

露天風呂まではケーブルカーでご案内いたします。四季折々の渓谷美を眺めながらの入浴は野
趣満点。ご夕食は地元の旬の食材を使った会席料理をご賞味ください。

【特定除外日】 2020/1/8-23
※当館はエレベーターがないため、お足の悪い方はご一報ください。
※特典は館内施設利用券500円分（3,000円以上ご利用時に使用
可）

【TEL】 0883-75-2311
【住所】 徳島県三好市池田町松尾367-28

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 吉祥：バス・トイレ付和室／10+3畳
【食事】 夕食：和会席（食事処）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 JR玉造温泉駅からタクシーで約5分

または送迎車で約5分
山陰自動車道 松江・玉造ICから約10分

山陰の美肌の湯、玉造温泉にあり、出雲大社や石見銀山にもアクセス良好。130余年の歴史で
培ったきめ細やかな和のおもてなしと伝統の味でお迎えいたします。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0852-62-0331
【住所】 島根県松江市玉湯町玉造温泉

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 開花亭：バス・トイレ付開花亭の間和室
【食事】 夕食：和会席「出雲本膳」

（部屋食または個室お食事処）
朝食：和食膳（宴会場または広間）

【交通】 JR玉造温泉駅から送迎車で約10分（到着時間
連絡要）、高速バス玉造バス停から送迎車で
約10分（到着時間連絡要）
山陰自動車道 松江・玉造温泉ICから約10分

神の湯と讃えられる玉造温泉で、旅人をもてなす役目を授かってまいりました。幸福へとつなが
る、すべての縁を結ぶ出雲の神々。ゆかりの地をめぐり、神の湯を浴びる旅を通して、大切な人
との絆を深めてください。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典は館内施設利用券2,000円分

【TEL】 0852-62-0311
【住所】 島根県松江市玉湯町玉造1246

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 喫煙ルーム：バス・トイレ付モダン和室（山側）／10畳

禁煙ルーム：バス・トイレ付地中海ツイン
（海または山側）／35㎡

【食事】 夕食：和食（レストランまたは宴会場）
朝食：バイキング（宴会場）

【交通】 三ノ宮駅から高速バスで約90分または
福良から高速バスで約10分
※無料送迎あり（福良バスターミナルから／要予約）
神戸淡路鳴門自動車道 淡路島南ICから約10分

淡路島は「遊び」と「癒し」のアイランド。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0799-52-3011
【住所】 兵庫県南あわじ市福良丙317

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室（海側）／12.5畳
【食事】 夕食：会席（食事処）

朝食：和朝食（食事処）
※食事場所はお選びいただけません。

【交通】 JR米子駅から路線バスで約20分または
タクシーで約15分
米子自動車道 米子ICから約15分

白砂青松の弓ヶ浜を前方に、遥か彼方に隠岐の島を眺める景観。春夏秋冬の日本海の移ろい
を満喫できる旅館には、大浴場、露天風呂など温泉施設も充実しています。

【特定除外日】 2019/10/2、12/2・9・10
【TEL】 0859-33-0001
【住所】 鳥取県米子市皆生温泉4-19-10

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 10：30
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：会席料理（お部屋）

朝食：和定食（朝食会場）
【交通】 JR諫早駅から路線バスで約90分または

タクシー約60分
長崎自動車道 諫早ICから約60分

かけ流しの天然美肌の湯が自慢。夜通しいつでも楽しめます。夕食はすべてお部屋食で、島原
半島の食材を中心にした会席料理をお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/2・24、12/17-19、
2020/1/14-16、3/31

【TEL】 0957-73-3331
【住所】 長崎県雲仙市小浜町雲仙320

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バスなし・トイレ付和室（川側）／

12畳＋シングルベッド2台
【食事】 夕食：和懐石（お部屋または会食場）

朝食：和定食（お部屋または会食場）
【交通】 JR阿蘇駅から路線バスで約50分

九州自動車道 熊本ICから約90分または
大分自動車道 日田ICから約60分

山間の静かな風情のリゾート仕様旅館。なにもかも忘れて非日常の世界でどこにもないとびっきり
の温泉絵巻と星空散歩をお楽しみいただけます。

【特定除外日】 2019/11/14
※特典は館内施設利用券2,000円分

【TEL】 0967-44-0111
【住所】 熊本県阿蘇郡南小国町字北黒川6554

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／12.5畳
【食事】 夕食：季節の特選創作会席（個室食事処）

朝食：和洋バイキング（レストラン（バイキング会場））
※食材アレルギーがございましたら事前にご連絡ください
【交通】 JR由布院駅から徒歩約8分

大分自動車道 湯布院ICから約15分

湯布院盆地の中心に位置しており、JR由布院駅から徒歩約8分と交通アクセスは大変便利です。

【特定除外日】 2019/12/18、2020/7/8
【TEL】 0977-84-2101
【住所】 大分県由布市湯布院町川南108-1

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 露天風呂・トイレ付和室（由布岳を正面

に望む）／8畳または10畳
【食事】夕食：和食の会席膳（食事処）

朝食：和定食（食事処）
地元農家の新鮮な野菜と別府湾近海の
魚介類、豊後牛をメインにした創作料理

【交通】 JR久大線由布院駅から送迎車で約7分
大分自動車道 湯布院ICから約2分

源泉かけ流しで無色透明、お肌にまとわりつくような感触で、湯上り後はびっくりするほどお肌がツ
ルツルになり、湯冷めしにくい美肌の温泉です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典は館内施設利用券1,000円分＋ホテル温泉水入り
オリジナル入浴用化粧品「温泉パウダー25ｇ」（1人1個）

【TEL】 0977-84-5151
【住所】 大分県由布市湯布院町川北1791-1

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 花鳥苑：バス・トイレ付和室／8～10畳または

タワー館：バスなし・トイレ付和室／10畳
【食事】夕食：佐賀牛の温泉湯どうふしゃぶしゃぶ

（レストラン）
朝食：和洋バイキング（バイキング会場）

【交通】 JR武雄温泉駅から路線バスで約30分
またはタクシーで約25分
長崎自動車道 嬉野ICから約5分

嬉野川沿いの広大な敷地に、一膳一心の離れ水明荘や黒川紀章氏設計のタワー館などが点在。
川面の露天風呂や御影石の大浴場のファンは少なくありません。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典は館内施設利用券1,000円分＋貸切風呂1,000円
割引

【TEL】 0954-42-0210
【住所】 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 12：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：和食会席料理（レストラン）

朝食：和定食（レストラン）
【交通】 伊予鉄道道後温泉駅から徒歩約5分

またはJR松山駅からタクシーで約15分
松山自動車道 松山ICから約30分または
川内ICから約40分

慶応4年創業、平成8年新築再創業。老舗の伝統を守りながら新しいサービスに挑戦する旅館で
す。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3、
2020/1/6-9・14、2/22・23、3/20・21、7/23-25、
9/19-21

【TEL】 089-935-8880
【住所】 愛媛県松山市道後湯之町20-8

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 バス・トイレ付和室／12畳
【食事】 夕食：和会席（お部屋）

朝食：和定食（お部屋）
【交通】 伊予鉄道道後温泉駅から徒歩約5分

またはJR松山駅からタクシーで約15分
松山自動車道 松山ICから約30分

古き良きものと新しきものが調和した共生の館は、建築家・黒川紀章氏の設計によるもの。あつ
湯、ぬる湯、打たせ湯など、多種多様なお風呂も自慢の宿です。

【特定除外日】 2019/12/16-18、2020/1/6・7、
6/29-7/1
※特典はギフトカード1,000円分
※2020年4月1日より全室禁煙となります。

【TEL】 089-941-7777
【住所】 愛媛県松山市道後多幸町7-26

【チェックイン】 15：00  【チェックアウト】 10：00
【お部屋】 三の館:バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：和食会席料理（レストラン会場）

朝食：和洋バイキング（レストラン会場）
【交通】 JR松山駅から車で約20分または市内電車で

約30分または道後温泉駅から徒歩約9分
（無料送迎あり/到着時要連絡）

※2019年10月より全館禁煙となりました。

日本庭園を望む大浴場、八趣の露天風呂、四つの貸切露天風呂、顔湯バー、足湯、手湯、サウ
ナなど「十八趣のお風呂物語」で湯三昧をお楽しみください。

【特定除外日】 休館日、2019/10/1・31、
2020/1/6-9・29-31、2/25-27、4/1-8/4

【TEL】 089-947-5111
【住所】 愛媛県松山市道後姫塚100

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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【チェックイン】 14：00 
【チェックアウト】 12：00
【お部屋】 バス・トイレ付エグゼクティブツイン（海側）

／44.6〜46.3㎡
【食事】 夕食：夕食はつきません

朝食：和洋ブッフェ（「オールスターブッフェ」）
【交通】 名護バスターミナルから路線バスで約30分

沖縄自動車道 許田ICから約5分

寛ぎも、喜びも、世界基準。すべての客室から東シナ海の水平線がご覧いただけ、
自分のテンポでのんびり過ごせます。ビーチアクティビティも豊富です。

【特定除外日】 2020/7/23-8/6、9/18-22
※特典はマリオットキャッシュ（1人1枚、ホテル
館内で金券としてご利用できます）

【TEL】 0980-51-1000
【住所】 沖縄県名護市喜瀬1490-1

【チェックイン】 14：00
【チェックアウト】 10：30
【お部屋】 島津の棟：バス・トイレ付和室／10畳
【食事】 夕食：和食会席料理（お部屋）

朝食：和食膳（お部屋）
※夕・朝食とも4名以上のグループは
個室食事処となります。

【交通】 JR指宿駅から路線バスで約8分または
送迎車で約5分
九州自動車道 谷山ICから約60分

指宿温泉名物の天然砂むし会館まで徒歩約4分。枯山水の庭園が映える和風旅館。
季節の彩り豊かな料理とおもてなしの宿。

【特定除外日】 2020/1/14-16
【TEL】 0993-23-4141
【住所】 鹿児島県指宿市湯の浜5-27-27

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 オーシャンウイング：バス・トイレ付ツイン（海側）／50㎡
【食事】夕食：夕食はつきません

朝食：和洋中琉ブッフェ
（1F オールデイダイニング「シリウス」）

【交通】沖縄自動車道 許田ICから約30分
那覇空港から路線バスで約140分

エメラルドビーチを眼下にし、伊江島と東シナ海を一望する全室オーシャンビューのホテルです。全室禁
煙、50㎡の客室は寛ぎのホテル時間をお約束します。沖縄の食材を活かしたブッフェレストランや全カウ
ンター席の和食、中国料理、鉄板焼レストランなど個性あふれる食事をお楽しみいただけます。

【特定除外日】 2019/10/12・13、2020/1/24-30、6/28-
8/6・17-26、9/19-21
※特典はドリンク券（ラウンジまたはレストランにて、おとなのみ）
※レストランは夕食利用時のみ

【TEL】 0980-51-7300
【住所】 沖縄県国頭郡本部町備瀬148-1

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付和室（夜景）／8畳
【食事】 夕食：和会席（お部屋）

朝食：和洋バイキング（レストラン）
【交通】 JR別府駅から徒歩約6分

大分自動車道 別府ICから約15分

別府温泉の中央、森と公園に囲まれた兵陵地に位置する、閑静なホテル。野趣あふれる露天風
呂や総桧造りの内風呂など、お湯の楽しみがいっぱい。目で舌で味わう和風会席が好評です。

【特定除外日】 休日・休前日、2019/10/18、
2020/1/6・7
※特典は記念日フォトサービス（1組1回）

【TEL】 0977-21-2111
【住所】 大分県別府市上田の湯町16-36

【チェックイン】 14：00 【チェックアウト】 11：00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付デラックスツイン（海側）／50㎡
【食事】 夕食：和洋ビュッフェまたは中華コースまたは

和食（レストラン）
※夕食は事前の予約をお勧めしております。満席や定休日など、
当日予約ではご希望に添えない場合もございます。
（夏休みなどの繁忙期は特に）
※夕食の中華は火曜・金曜定休、和食：日曜・木曜定休。

朝食：和洋ビュッフェ（レストラン）
【交通】 JR宮崎駅から路線バスで約25分またはタクシーで約15分

宮崎自動車道 宮崎ICから約25分

雄大な黒松林の中に建つ、全室オーシャンビューの極上リゾートホテル。海をイメージした明るく
広々とした客室や、宿泊者専用スペース「風待ちテラス」、「THE LIVING GARDEN」でゆったりと
流れるリゾート時間をお楽しみください。

【特定除外日】 2020/1/8・9、2/1・8-10・15・22・23・29

【TEL】 0985-21-1133
【住所】 宮崎県宮崎市山崎町字浜山

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日


