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●お宿により除外日がありますので、各お宿欄にてご確認ください。
(除外日は変更になる場合があります。詳しくま販売店係員にお問合せください。)

■宿泊料金(おとなおひとり)1泊 2食付
大雪山白金観光ホテル 4～5名 1室
※別途入湯税、宿泊税がかかりま硯
※お宿により入湯税、宿泊税の金額は異なります。

お湯つこ倶楽部①は、北海道内のお宿を豊富に取り揃えたお手頃価格の宿泊プランです。
本格的な温泉宿からリゾートホテルまで道内各地のお宿を網羅。

また、お宿ごとの色々なおもてなしも人気の理由です。
●宿泊日カレンダーの色とアルフアベットでご利用日の宿

'自

料金をご確認ください。
●お宿により別途入湯税、宿泊税がかかります。各お宿でお支払いください。(お宿により入湯税、宿泊税の金額は異なります。)
●幼児施設使用料は各お宿欄をご確認の上、現地にてお支払いください。
●幼児(寝具・食事の必要のないお子様)は、有料のお宿と料金不要のお宿があります。
ただし、寝具・食事のうちのいずれか、又はどちらも必要な場合はこども料金適用となります。

縮泊料自のこ案内》●Ξ[翔習厳諾苺鮒嘉ご劃毀曽顧蜀看島黙t運賃労破酬金が嬉場合があります。
(下言己に代表的な例を記載していますのでご参照ください。)
(お 申込の際はおとな。こども・幼児の人数それぞれを、1室ごとにお矢□らせください。)

※各お宿欄の料金はおひとり1'自 2食、サービス料込み。消費税込み・入湯税・宿泊税は別料金です。
※こども料金は各お宿欄の宿泊料金こどもA・ こどもBとなります。/2名 1室の場合、こども料金はおとなと同額になります。
※1室あたりの幼児利用可能人数はお宿により異なります。添い寝のお子様は、正ベッド1台につきおひとりとなります。詳しくIよ販売店係員までお問合せください。
●「休前日=祝祭日の前日と土曜日」「休日=休前日以外の日曜日と祝祭日」「平日=休前日・休日以外の月～金曜日」を意味します。

鋏 《響菫の蟄利用について》●宿泊施設の客室が洋室の場合、ご利用人数によつてはソフアーベッド又はエキストラベッド使用となる場合があります。

E [尋]]露慰蓬麹素3ります。 定時運行 (事前予約不要)の
無料送迎があります。

このマークのお宿では、(財 )日 本健康開発財団が
実施する「温泉入浴指導員講習会Jを修了した温泉
入浴指導員がいます。

※送迎については「送りのみ」「迎えのみ」の場合や、対応時間・場所が限定される場合があります
ので必ずご確認ください。
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右記宿泊料金からおひとりおとな・
こども共に0,000円 引きでツイン
(バス トイレ付/2名 )へ変更可能。

田 和室又は和洋室又よ租ツイン(2～ 5名 )、 llス トイレ付
右記宿泊料金よりおひとりおとl1000円 引き、こども000円引き

※通常より早いチェックイン・遅いチェックアウトのサービスがある場合のみ赤字で表記さねます。
※除外日は、変更になる場合があります。詳しくは販売店係員へお問合せください。

教職員互助会取扱方(宿
'白

確認票発行の場合)

1お客様から補助券の提示を求め、確認する。
2予約時にMS報 告にて教職員互助会利用の旨を入力する。(利用人数も)

3補助金額のみ(例えば@2,000円 )をパンフレット表示料金から差し引いて金額入
力登録、宿泊確認票を発行する。
0注意
一部人員のみが互助会適用の場合は、検索種別「金入(手配)」 より別途予約情報
を作成の上「金額入力登録(総額)Jに て金額入力し発行。元の予約記録は「別利
用報告Jを登録してください。「税サ区分JIよ 全て「税サ込計算なし」

右記宿泊料金におひとりおとな
0,000円 。こども0,000円 追力]で
夕食を食事処(和食)へ変更可能。

F不可不可亜コ90丁9AB6-0 里塑堕岬:菫団 90丁9AB6-1
こどもはこどもA・ こどもBにて予約。

幼児は全員こどもRIFて 予約、そのうち有料幼児は四国 に人数を入力。幼児は全員現地払いの旨ご案内要。

各宿泊施設欄に記載されている除外日は変更になる場合あり。その際はシステムに表示される料金にて販売。

■国内システムに在庫がない場合は、直接宿泊施設に手配 確認。
●宿泊施設設備は、改装 りニューアル等で変わる場合あり。宿泊タリフ又は宿泊施設に直接確認。
1=,無 料送迎バス利用の場合は申込翌日以降にお客様から直接宿泊施設に予約いただくようご案内。
¨変更・取消は必ず申込販売店に連絡いただくよう、お客様にご案内。 ●変則販売 (夕 食欠など)は不可。

■「お湯つこ倶楽部
=」
のおとな。こども。幼児の区分

分 宿泊料金 寝具 食  事 ご注意事項

おとな 中学生以上 おとな料金 あ り おとな料理

こども /」 学ヽ生※注1 こども料金 あ り 準おとな料理
おとなより量又は品数が少ない等

こどもであつてもおとなと同じ
食事量を希望される場合は、
おとなとしてお申込ください。

幼 児 小学生未満
※注 1

有料(幼児施設使用料)又は料金不要
お宿により異なります。有料の場合よ
現地にてお支払いください。

な し な し
お宿により異なります。

小学生未満であつても寝具や
食事を必要とされる場合は、
こどもとしてお申込ください。

■こどもが含まれる場合の宿泊料金
※幼児は1室の人数換算に含まれません。
※下言副ま代表的な例です。その他の場合は販売店係員にお尋ねください。

●O③ +O③ =4名 1室料金
●00+〇〇◎=5名 1室料金
●O⑮O+○ =4名 1室料金
●0+○   =2名1室料金(鑑棚菫9
■0+Oe  =3名 1室料金怪暑鮎h闇×注1こ ども 幼児の適用年齢はお宿により異なります。詳細 よ各お宿欄をご確認ください。×江1ことも 刻 つ 適用年齢はあ僣こより異なります。評測ほうあ伯罰をこtE認 たヽこしヽ                                      ■|■ 1壼ノ ' ヽノ V     ~つ tli二 竹 工 lCこ●科王こ

`り
ま,

1販売店係員』 上記の適用は「お湯つこ倶楽部●Jお 申込の場合に限りま魂 エース宿 ,自 プランの場合は上記とは取扱いが異なります。      X饗 僧kal熙 躍 守
おとなtl金で宿泊さllる こどもの食事条件等については

■
■

■
■
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温泉1自慢赫 宿ぶ太集合fお手頃な遭向旅行の決定服fr

このマークにご注目!!
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声別

●夕張市

■|:■i転
定山渓

レストラン「グランシャリオJ

Oゞイキング)

1銀器1400
:■●,1000
1「■|=

不□室(2～ 5名 )、 バス・トイレ付
おヽ客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。
ウォーターアミューズメント
「水の王国ラグーンJ

営業時間/1200～2130
宿,自 当日のチェッフイン前・チェック
アウト後のご利用についてはお宿に
ご確認ください。

【幼児施設使用料l

2,750円 (1歳～未就学児)

[ヨ]コ
ヒチケツHおひとり1褥

ぶ1:1=霊
定山渓

レストラン(バイキング)

|な

“

韓颯15:00
活
=洋
,10100

,■,II
不□室 (2～ 4名 )、 バス・トイレ付
不□洋室 (2～ 6名 )、 バス トイ レ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ち しヽただきます。

夕食時 ワンドリンク
館内のお飲物半額利用券
(2次会]―ナー 居酒屋コーナー)

(グレードl1lν 【新館】和室(バス・トイレ付/2～ 5名 )、 夕・朝食共にレスト
ラン「プレミアムダイニング」(バイキング)よ、下記宿泊料金におひとりお
とな4,400円・こども3,080円 追力]でグレードアップ可育旨。I新館】和洋室
(バス・トイレ付/2～ 5名 )、 夕・朝食共に食事処(和食)は 、下記宿泊料金に
おひとりおとな9,000円 。こども6,300円 追力]でグレードアップ可能。

8,200

5,800  1  6.200

12,100        1

-
8.080
8,470

ぶ:畿鷺
定山渓

レストラン(バイキング)

翻 15:00
額
=■
10:00

轟事II鶯
不□室 (2～ 5名 )、 バス・トイレ付

′お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

右記宿泊料金からおひとりおとな。
こども共に1,100円引きでツイン
(バス・トイレ付/2名 )へ 変更可
自ヒ。

慮1憮
定山渓
1533-016

レストラン(セ ットメニュー)

レストラン(バイキング)

熱 15:00
,111110:00
髯,■
不□室(2～6名 )、 (禁煙/2～6名 )、

バス トイレ付

夕食]寺 ワントリ ンク

感 驚 慰
定山渓
1533001●

■'・
JJ「 |1食事処「―条亭J

又は不□食処「洗心J(禾□食)

ヽ選べません。
祠 15:00
鰯 露11:00
舞髯豫

不□室 (2～ 4名 )、 バス・トイレ付
|]り し望う異谷 |

ロ
モーニングコービー

※3歳以上はこども料金適用
【幼児施設使用料】1,100円 (0～2歳)

【幼児食事代】1～ 2歳 1,650円 (現地払い)

※未就学児で、夕食にお子様メニューご希望の場合、2,200円 が
必要です。(現地払い)

9,900
11,000
12100

カレンダー

11■■
定山渓

食事〔|テ ]食 |

食事111イキン
'1,=|111500

11:|:● 1030
1=|11

:]室 1禁 [12～ 4=|、

シ十フープーストイレ付又はトノレ仁
:=室 まЁヽ ません.

:生呈票[となします.

ll向 :喫[スペースtう ります.

Iコ児Itil使 用・112.200E¬ 歳～夭市字児|

|=市 学児【夕食にお子iメニューこ希望の場合
:.500円 洵児施設1更用llttlJII必 要です櫻地l_し |

貸切風呂又は貸切岩盤浴半額利用
(通常2200円 )

■貸切岩盤浴は小学生以下(未就学
児含む)はこ利用いただけません.

団:棚鏑(lxTl日 を除0

(クレートll」 ν 7階特別フロア和ツイン(禁煙、バス・トイレ付/2
名)、 夕食:食事処 (特別フロア専用不□食会席)、 朝食:食事処 (特
別フロア専用禾□定食)は 、下記宿泊料金におひとり12,500円追
カロでグレードアップ可育ヒ。
※小学生以下 (来就学児含む)はお申込いただけません。

Ａ
一３

■宿泊日カレンダー

8,800
9,350
5,800 非

■宿泊日カレンダー

15,400

鍮

■宿泊日カレンダー

■宿泊日カレンダー

1otrli
]Itr

|

12月

1月 12
2月

3月

4月

2昌浴蹴 Ю椰留躍籾 ]F集昇墨島8急毬績け翼看,蔦認曇3[R毛長獣t壇?告3製露肇翼坂す。に加判弓隅金もおとなと開になりま"
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|::lIII、
定山渓
1533-017

レストラン
(創 作薬膳ディナー)

レストラン
瞑 膳セットメニュー)

lt,,1  (通常15:00)
1蒙iヽ 11:00
1111,
ツイン(禁煙/2～3名 )、 トイレ付

=客室様式が全て異なるため客室
確定は当日となります。□―ベッドと
は限りません。

定山渓第一費亭留翠山亭の離れの湯屋
「森乃湯J入浴券又は貸切風呂40分

r111為
登別
1558002

レストラン(バイキング)

III=11500
11111:110:00

==|=
ツイン(2名)、 バス・トイレ付

不□室 (2～ 5名 )、 バス・トイレ付

γお客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

I幼児施設使用料】
2,200円 (2歳～未就学児)

|     コンフォートツイン1禁
煙、llス ,トイレ1寸12名 |よ、1の宿i自料金におひとりお
となことも共に1.500円 追

']、

  ‐ 3.9階 特号1星 li]

室2間精き|げ |ス トイレ付12～ 5名 |、 夕食喰事処li]
食|ま、2の宿泊ll金 におひとりおとな7,700円 .ことも
5,390円 追

']で

グレードアッフ可|セ .

■1鷲II
登別
1558-005

レストラン(バイキング)

111=:=14130
11■111000
11111111

希□室 (2～ 4名 )、 (禁煙/2～4名 )、

バス・トイレ付

イお客様自身で荷物を客室まで
お持ちしヽただきます。

団橿罰撃量曇)(F早 IFF)

●:I撫
登別
1558006

レストラン(バイキング)

1驚 |1苺 14:00
,■ 11■ 10i00
群■■
和室 (2～ 4名)、 バス・トイレ付
千□洋室 (2～ 5名 )、 バス・トイレ付

′お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

2000までに開102030終了まで

回夕食時、お政はジュス1杯

※小学生以下 (未就学児含む)はお申込いただけません。
※女性専用のお宿です。男性のお客様はお申込いただけません。
(女性同伴の場合もお申込いただけません)

oル=可1つ 【辛夷館】和洋室 (バス・トイレ付/2～ 5名)(禁煙、
バス・トイレ付/2～ 5名 )は 、下記宿泊料金におひとりおとな
1,650円 。こども1,150円 追加でグレードアップ可育旨。
※5名 1室利用の場合は4名 1室と同額になります。

黎
登別
1558007金

1■ 11■ 1レストラン(バイキング)

輻 14:00
鼈 10100
鼈
不□室(2～5名)、 バス・トイレ付

回2000ま●硼始つ030終了まで
E甍〕コ~ビ~券

藤iiI鷲:L
登別
1558-003

レストラン(バイキング)

|=体1115:00
1111,1,10:00

=111=不□室 (2～5名 )、 バス トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちしヽただきます。

2000～ 2200の 間に至J着の場合
禾口食処でのラーメンセット
温泉まんじゅう(1部屋に1箱 )

団響撃圏‐_

藤轟ま:鷺
登別
1558-017

部屋食
`□

食)

レストラン(バイキング)

=準
罐 15:00

″苺奮●10:00
,■■書
不□室(2～4名 )、

シャヮーブース・トイレ付

2000までに開始 2100終了まで

ぶI灘鶴
登別
15580011,

レストラン(バイキング)

麟 14:00
鑢 10100
1議
=華

不□室(2～4名)、 プヾス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちしヽただきます。

[ョ]ド
リン外

σル=可1つ 【東館】禾日室 (禁煙、シャワーブース・トイレ付/2～
4名 )、 夕食 :食事処 (不□食)は、下記宿泊料金におひとりおとな
3,850円 。こども2,700円 追カロでグレードアップ可有セ。

【幼児食事代】0～ 2歳2.750円 (現地払い)

oワ=可
`p不

]洋室 (バス・トイレ付/2～ 5名)(禁煙、バス・トイ
レ付/2～ 5名)は 、下記宿泊料金におひとりおとな4,650円・こ
ども3,260円 追カロでグレードアップ可能。
※5名 1室利用の場合は4名 1室と同額になります。

Ａ
３

幼児施設使用料】2,200円 (3歳～未就学児)

幼児夕食バイキング代】3歳～未就学児1,650円 (現地払い)

■宿泊日カレンダー

上はこども料金適用

●宿泊料金は各種差額代金を力□減した金額になります。おとな。こども2名 1室利用の場合、こども料金はおとなと同額になります。(追カロ・割引料金もおとなと同額になります)。
□・団のおもてなしは宿泊料金に含まれます。特に記載のない限り各項目滞在中おひとり1回 (運泊でも1回のみ)となります。

目
目
目
圏
目
目
目
□



麟鰊
登別
1558-019

食事処 (不□食)

譲繁霧滲14:00
綴 灘11:00
聰
不□室 (2～4名 )、 トイレ付

1司
帥酒

感 謳
丸駒温泉

部屋食又は食事処
※選べません0□食)

レストラン(バイキング又は
セットメニュー※選べません)

輻 15:00
議叢姜導10:00
難蝉
不□室(1～4名 )、 トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただく場合があります。

2000までに開始、21:30終 了まで

館内売店でのお買祉 0%:|:券 |一部商品を唸く|

日帰り入浴:1引チケリ`150ヽ OFF,お ひとり1枚

[巨]舶
レストランЮ剛粥

鼈
北湯沢
1564-005

レストラン(バイキング)

譲鷲露儘14:00
,篤二轟 11:00
難I灘
租室(2～5名 )、 トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

1瘍||■||
■日璽1図参||||■
(夕食)レストラン(バイキング又は洋食又ま和
食)Xフードクーボン対応となり、時期により利
用できるレストランが限られます。
(朝食〉レストランυヽイキング)

躙 15:00
輻 12100
餞
洋室襟煙/1～4名 )、 バス・トイレ付
米全室禁煙となります。
館内に喫煙スペースがあります。

Xお客様自身で荷物を客室までお持ちいただき
ます。
X大浴場「喜多の湯J(沸 かし湯)は宿,自者利用
OK。
X「キロロタウンJ内のキロロ温泉は有料です。

[長]f球]]|]豊5:ζ藤乏に日こつ割褥
iキロロタウン1内のリツ トプ 1'礼用OK=軸崇
=水
着をごl・参ください,

時■■■
翻耐1塵1印界■■
〈夕朝食〉
レストラン(バイキング又は
セットメニュー※選べません)

鰈 15:00
鷺議爾艤11:00(2020年 4月 1日から1000)
躙
洋室(1～3名)、 バス トイレ付
和洋室(4～5名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

國ソフトクリム券6ひと明初

轟鶴
北湯沢
1564-004

レストラン(バイキング)

騨 14:00
鑢 11:00
薇二
=|ヽ不□洋室 (禁煙/2～5名 )、

バス・トイレイ寸

来お客様自身で荷物を客室まで
お持ちしヽただきます。

2000までに開始 2030終了まで

証1驚I銀
朝里川
1511-006

レストラン|セットメニュー|

レストラン|バイキング|

総 15:00
露熙 10100
,t,II蝶
洋室(1～ 3名 )バストイレ付

■禁煙喫煙ルームのご希望は承りますが、
確約できません`|‐

・ ■

■プールま有14で す。
11フ ィットネスジムあり
(中学生ll下 利用不可)

〔幼児朝食バイキング代l

4歳 未ヽ就学児550円 (現地払しい
2000までに開始 2100終了まで

プール利用券

威 覇 懲
札幌茨戸
1599-001

レストラン(バイキング)

鷲絡事ヽ 15:00
,■機静11:00
難||■
洋室(禁煙12～ 4名 }、 バス・トイレ付

■お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただ・Lます.

I幼児夕食バイキング代l

4歳～未就学児600円 (現地払じ
"〔幼児朝食llイ キング代l

4歳～未就学児600円 (現地払し¬
I旬児施設使用141温泉ブール利用の場合)】

4歳～未就学児1日 250円 1現地lllし ヽ

2030までに開始 2100終了まで

オリジナルスイーツ「チードラJ(1'白
につき1回 )

【幼児施設使用料】3,300円 (3歳～未就学児)

無 咄 /聾IttT譜ヲ貿跨ラ艘 漏 鵡 偕箔台
金におひとりおとな3,850円・こども2,600円 追力]でグレードアップ可能。
Xお申込はご宿泊日の3日 前まで承ります。

滞在中、温泉・プールフリーパスポート付 (ウ ォータースライ
ダーは別途料金)※ チェックアウト日も終日ご利用OK。 ※退館
後の再入場不可。

ます。

助児施設使用料12,750円 (3歳～未就学児)

X添い寝(4歳以上)の「キロロタウン」内のキロロ温泉利用は月1途現地lllし とヽなります。
料金はホテルヘおl.l合せくださしヽ。1幼児朝食バイキング代】4歳～未就学児
1,800円 (現地払い)l幼 児夕食llイ キングlt14歳～未就学児2,250円 (10ア 1～ 11/30)

3.800円 (12/1～ 27、 1/3～ 3/31)、 3,360円 (4/1～ 5/31)(現地払い)

ス幼児夕食llイキング代は時期により異なります。ホテルヘお問合せください。

〔幼児夕食代14歳～未就学児1,100円 (現地払しつ
〔幼児朝食代14歳～未就学児1,100円 (現地払い)

(追カロ・害」引料金もおとなと同額になります)

X添い寝1小学生まで)は、おとな1名につき1名までとなり、寝具アメニティの
ご用意はありません。また、llイキング代が別途現地払いとなります。

16
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■宿泊日カレンダー

11

帽

ぶI鰊
洞爺湖
1570-010

レストラン(バイキング)

鑢 14:00
鑢 10:00
難:■壺

希□室 (2～ 5名 )、 バス トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます.

歴コ蓮モンドリンフ

右記宿泊料金からおひとりおと
な・こども共に1,000円 引きで洋
室 (バス トイレ付/2名 )へ変更可
能。

騰i襦
洞爺湖

レストラン(バイキング)

鮮銀難14:30
黙 苺10:00
瀬|■1囀
不□室 (2～5名 )、 バス・トイレ付
11■■J

※お部屋から湖は見えません。

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ち _lただきます。

―    夕食時0三本酒11叉 まヨ社晨ED野菜
'ュ

ース1ホ
1    1おけとり,

団
2日 日の昼鮮 前申込ヨ |

祠
洞爺湖
1570-001

レストラン(バイキング)

輻 15:00
眈 10:00
鰈

ツイン(禁煙/2名)、

シャワーブース・トイレ付
]|:望 ‖]※客室は選べません。

禾□洋室 (禁煙/2～5名 )、

バス・トイレ付 1'`里1胡

ヽお客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます.

【幼児施設使用料】
1,100円 (0～2歳)

.   ラウンジにてソフトドリンク1杯

鼈
洞爺湖
1570-007

広間宴会場 (セ ットメニュー)

躙 14:00
滋麟妻番10:00
銀
「
曇

和室(1～ 4名)、 トイレ付

‐  1930ま でに開始 2030終 了まで
‐ |(部 屋食は対応できません。)

| . 夕食時の追加飲食代10%割 引

ご利用時間/10:00～ 21100(土 曜日は22:00ま で)

【幼児施設使用料】2,750円 (1歳～未就学児)

剰

靱
洞爺湖
1570-002

蘇1大基露1  :ゥナ:「J
‐|■ ,■ レストラン又は広間
※選べません (セ ットメニュー)

ITPI,レ ストラン0ヾイキング)

躙 14:00
欲 10:00
鑽蝉

不□室 (2～4名)、 バス トイレ付

囲 1930ま 0こ開始つ030終了まで

回売店5%割引券

鹸 覇
洞爺湖

食事処杯□食)

食事処
(バイキング又は不□食
※選べません)

蒸懸護選棗15:00
璧‡露黎懸10:00
難I:撻
不□室 (禁煙/2～5名 )、 バス トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただく場合があります。

Eョ
コービー券

蝠圏図群
=III柳〈夕朝食〉レストラン

(セットメニュー又はバイキング   ロ_ス向ェ1、 ,バ
※選べません)         =砦 需振皆県糸品嘉黒F画帥雨園軒酢面厠萌峰画可瓢爾燕雨頂廓厠| 1側食)レストラン又は食事処
爾睦藝饉14:00             肝肩檜は6「同:|]含                      三

日
J]仝

| 1 体]洋バイキング又は和食)

Ml°00   国榊輔輛饉鍮祠鶉彿鐵 :1饉躾
'1‰聾。ルM凶  冊Ⅲ瑚鯰勒財欄蛛冊 |1番魯最警機肥ッィ)30耐

紺雪1～50、バストイ内 需需珊器鼎鵬朧吻柵珊柵曰|1纏1411破Ⅷ
小上がり3畳付ツイン44雨 12～ 3名 )、

譜暮署横定]ξ曇′「客室まで 重日」地幽盤機量雌幽皿Ш皿盪置雌幽翌園JJI 1 1]∬攪虐付ツインを3都室で劃用の輸、単型雌坦饗撃翼主孝禦
1電贈

`希

8:貌そ吾備言えたぎまイ
山`
L製長型ぃ4二TttT,f■「=.IttE

風2000まで調始つ030終了まで日曜目翌王∃肇田圭囲盤翌圧図|″歯師共ぺjァッィン
14680回鼈 陶軋褥雉TI祓黎跛鶉饒鬱

●宿泊料金は各種差額代金を加減した金額になります。おとな。こども2名 1室利用の場合、こども料金はおとなと同額になります。(追加・割引料金もおとなと同額になります)

□。国のおもてなしは宿泊料金に含まれます。特に記載のない限り各項目滞在中おひとり1回 (連泊でも1回のみ)と なります。

■宿泊日カレンダー

125001 14120

129501 1

※3歳以上はこども料金適用

■宿,自 日カレンダー

…

■宿泊日カレンダー
■宿泊日カレンダー

輌

⑤

Jレレイクサイドテラス



鷲ll:焦■.
ニセコ

レストラン(バイキング)

ン時期によリセットメニューとなり
ます。
※ミールクーポン文寸応となります.

オ時期により利用できるレストラン
が限られますt

レストラン(バイキング)

|111■ 15100
1=■112:00
11● 11■

ダブル (1～ 3名 )、 バス・トイレ付
ツイン(1～3名)、 (禁煙/1～ 3名 )、

バス・トイレ付
フォース(禁煙/4名 )、 バス トイレ付

2030までに開始 2130終了まで

チェックイン前 チェックアウト後の
温泉入浴料不要

=1蕉
漱

芦別
1572-O02

レストラン
'コ

ースtl理叉ま
||イ ■ング1選べません|

レストラン|||イ キンタIⅢ状況によリハーフ,1イ
キング又まセットメニューになる場合があります。
1■1議115:00
1111準 10:00
111ilt千 ]皇 1禁[12～ 5名 |、 トイレ付
ツイン標煙11～ 3名 |、 ||ス トイレ11
:[洋室1禁[12～ 5名 |、 ,|ス トイレ付

|お客様自身で荷物を客室までお持ちサiただきます.

I幼児夕食ltl
2膚～未前学甲 650円 1現地払し,
I句児朝食代|

2歳～夫詰学児550円 1現地■tll

右記●の宿泊料金からおひとりお
とな。こども共に1名 1室は3.300
円引き、2名 1室は2,200円引きで
コンパクトツイン(禁煙、バス・トイ
レ付/1～2名 )へ変更可能。

―

―
蘊

』  旨戻窪f睡」機騰騒闇
調食〉レストラン(バイキング)

14100
10100

不□室 (1～ 5名 )、 バス・トイレ付
※禁煙客室ご希望の場合は、予約時
にお矢□らせください。
(事前申込要)|■■●

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

目2000まで調始切ЮO終了まで

団Ⅷ円機眈副勝60とり

鷲:圃□瘍囚鑑1鰺
(夕 。朝食〉レストラン(バイキンの
購 15:00
醸 11:00
饉
-般デラックス和洋室32面
(禁煙/2～4名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

※2019年4月 1日 より連泊の場合
2日 目以降の清掃はご要望に応じて
の対応となります。(有料)

※2019年 11月 より別途倶矢□安町
宿泊税が必要となります。(現地払
い/金額は現地にてご確認くださ
い。)

日カレンダー

のご用意はありません。
※添い寝の小学生まバイキング代が必要です。
夕食バイキング代 2,735円 (12/14～ 21は 3,108円 )

朝食バイキング代 1,989円 (現地払い)

□

1

【本館】15100【末広亭】1400
1本館110100【 末広亭11100

じレードtヨ」ν 【末広亭】和室(バス・トイレ付/2～ 5名 )、 夕食:レ
ストラン輌□食)は 、下記宿泊料金におひとりおとな2,000円。こ
ども1,400円 追カロでグレードアップ可能。

【幼児施設使用料】2,200円 (3歳～未就学児)

(追カロ・割引料金もおとなと同額になります)

ノヽ:霞田丁0■

Ц
〓

不□室(2～5名)、 バス トイレ付

||1褥
湯の川温泉
「16100270「

口四囮

大濡1憲 戻■ |'|す :  ■|■
調食〉レストラン(バイキング)

14:00
10:00

B  I  C

不□室(2～5名 )、 バス・トイレ付
F:ソ

`望
1海 J

m20,00ま でに開始 2100終了まで

右記宿泊料金からおひとりおとな。こ
ども共2名 1室は2,000円引き、3名 1

室はおひとりおとな2,000円引き、こ
ども1,400円 引きで和室(バス トイレ
付/2～3名 )1眺望晰野lEl』 へ変更可能。

は、おとな1名 につき1名 までとなり

【幼児夕・朝食バイキング`代】2歳～未就学児1,650円 (現地払い)

※幼児の年齢を事前にお矢□らせください。

まではりニユーアルのため休館となります。
1絋  '1:・

|げだりЪ■レッ州観にロ おさしヽ亭 /不□室 (―例)

用料】1,320円 (1歳～未就学児)

…

⑥自硼帥 景朝瑠肥鑢 ]『朧慇嚢3急
=話
号轟 鼎 暑8:熟毛要増菖古:壇?鵠淑『響議弓竃具庸ず

道
■
東

||||
|■ |||

平成館しおさい亭函館湯の川温泉 湯元 啄木亭  □



1閾雫卜月

口 15100
圏 10100m
不□室 (2～5名)、 バス・トイレ付
l lll望 :庭 園 |

圃節酒

「 祠 i

湯の川温泉
111610‐ 0011

大搭● 3・●   ●ぅす

σ形=鳳可p【西館】和室(バス・トイレ付/2～ 5名)F眺望:庭園]

は、下記宿泊料金におひとりおとな2,000円。こども1,400円 追
力日でグレードアップ可能。

貪〉レストラン(バイキング)

15:00
10:00

(グレードtl」 P【湯の宿祥苑】5階露天風呂付不□室(禁煙、シャ
ワーブース・トイレ付/2～ 5名 )、 夕食:食事処軒□食)は 、下記宿
泊料金におひとりおとな3,000円 。こども2,100円 追カロでグ
レードアップ可能。

口回皿

圏回囮
15:00
12100

(クレートt口 Jν 〔東海亭】展望風呂付不□室(トイレ付/2～4名 )『跳
望:海 J、 夕・朝食共に食事処い□食)は、下記宿泊料金におひとり
おとな11.000円、こども7,700円追力]でグレードアップ可有ヒ。
※除外日:10/1～ 12/26(工事のため)

不□室 (1～5名)、 バス トイレ付
※お布団は事前に敷かせていただ
きます。

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

※3歳以上はこども料金適用

[三ヨl曽]至儡 個ぉ酔ソフトドリン勿

閻圃回図』彗1明
〈夕食〉レストラン
(セ ットメニュー又はバイキング
※選べません)

レストラン(バイキング)

15:00
10:00

口口■【本館】15:001東海亭】14100
-  【本館】10:00【東海亭】11100
酬 リロ

:III=:
不□室 (1～4名 )、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

回 夕食時 お酒又はジュース1本

洋室 (2～3名 )、 バス・トイレ付
不□室(2～5名 )、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

回嚇2懸η翻鳥:警|』餞 ン

回憑ξ[う電liトベ枷翻調
D
9,800
10,300
10.500
11,300
6,860
7,210 労

●宿泊料金は各種差額代金を加減した金額になります。おとな。こども2名 1室利用の場合、こども料金はおとなと同額になります。(追加・割引料金もおとなと同額になります)⑦
□・国のおもてなしは宿泊料金に含まれます。特に記載のない限り各項目滞在中おひとり1回 (運泊でも1回のみ)となります。

■宿泊曰カレンダー

5,7701616016,54016,930「 漏 箭
イキング代】4歳～未就学児2,200円 (

■宿泊日カレンダー

Иβ∞
|%わ

∞
|“
7∞ lmp∞

1,100円 (2歳～未就学児)

・朝食バイキング代】2歳～未就学児3,850円 (現地払い)

7,000
8,000
8600

■宿泊日カレンダー

イマジンホテル&リゾート函館



轟 圏 □ 礫 困 吻 赳
(夕・朝食〉レストラン(バイキング)

口 15:00
回 10:00

展望風呂付不□室ツイン
(禁煙/2名 )、 バス トイレ付
※客室の展望風呂は温泉ではあり
ません。

不□室12畳
(禁煙/2～5名 )、 バス・トイレ付

※全室禁煙となります。
館内に喫煙スペースがあります。

【幼児施設使用料】1,100円 (1歳～未就学児)

【幼児夕食バイキング代】2歳～未就学児2,200円 (現地払い)

倒塵1攀コ財鱚

=彙
峙鱚 づ)1際畢14315雪麗‰Ⅷ信温
15100 

ン/、 ′ヽ ¬ン/′   加でグレードアップ可能。
10:00

洋室 (1名)、 バス・トイレ付
和室 (2～5名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

【幼児施設使用料】
2,750円 (1～2歳)

※3歳～未就学児 ま3名 1室のおと
な宿泊料金の50%
(幼児施設使用料と夕・朝食バイキン
グ会場入場料含む)が必要となりま
す。(現地払い)

汁トラ1諷際脚:買章讐
ン利用となる場合があります。X選べません。
1曰圏E15:00
躍 iaδδ     蝸
和室ツイン(1～ 3名 )、 バス・トイレ付
禾]室 12畳 (2～ 5名 )、 バストイレ付
和室10畳 (禁煙/2～ 4名 )、

シャヮーブ`―ス・トイレ付
米和室ツインを3名 でご利用時は
おひとりま布団をお敷きします。

Xお客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。
X駐車場ま有料になります。
(詳細はホテルヘお問合せください)

I幼児施設使用料l

l,100円 (1歳～未就学児)

l幼児夕食llイキング代〕
2歳～未就学児2,200円 (現地払しい

1304‐006

大浴場   
…

ナ [::]|

| ・  レストラン(バイキング)

※夕・朝食は、「あかん湖鶴雅ウイン
グスJ又は「あかん遊久の里 鶴雅Jの
レストラン利用となる場合がありま
す。※選べません.

-15100
レ腱4ヨ 10:00
鯖
不□洋室 (1～4名)、 バス トイレ付
lll望 :湖

租室ツイン(2名 )、 バス・トイレ付‐眺望:湖 :

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

団悧まワンドリンクm目のの

1304‐005

■‐1日1劃■1■■1曇
〈夕食〉レストラン(セ ットメニュー)

(朝食〉レストラン(バイキング又は
セットメニユー※選べません)

【幼児施設使用料】1,100円 (1歳～未就学児)

【幼児夕食バイキング代】2歳～未就学児2,200円 (現地払い)

鯰 翻酬鵬宅馴鶉|が3Mi悧創
※5名 1室利用の場合は4名 1室と同額になります。
米お申込はご宿泊日の3日前まで承ります。

鳳藤
15:00
10:00

臓
iII:
不□室(1～4名 )、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます

【幼児朝食バイキング代】
0歳～未就学児1,100円 (現地払い)

□駐3弗ζ峰響

※駐車場は有料になります。(詳細はホテルヘお問合せくださしり
X「あかん遊久の里鶴雅J「あかん湖鶴雅ウイングス」の大浴場を
ご利用いただけます。

轟 日 図 鑽 困 揚 圏
〈夕食)レストラン(セットメニュー)

〈朝食〉レストラン
(セットメニュー又はバイキング
※選べません)

面議I蒟δ
′     嚇

瓢 10100
回
不□室 (1～5名)、 バス・トイレ付
不□洋室 (1～5名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

凰2030まで調始つ■00終了まで

おもてなし



食洋又食和ン”ｍ‐‐‐ｏｏ
⑪臨瓢国

阿寒(阿寒|ID

明日図腑困難
〈夕食〉レストラン∈□食)

展望風呂付洋室36雨、
(禁煙/2名)、 トイレ付
※眺望は指定できません。
※客室の展望風呂は温泉です。

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

鳳『た嬰までに隣停紳畑
ロナイ日卜防ン日ワンドリンク券

十勝川温泉

レストラン(ノ イヽキング)

15100
10:00

不□室 (2～5名)、 バス・トイレ付

※帯広駅～十勝川温泉間の路線
バスを料金不要で利用できます。
2020年 3月 31日 まで。詳細はホテ
ルヘお問合せくださしヽ。

【幼児施設使用料】
2,750円 (1歳～未就学児)

ロタ食時、ワンドリンフ
団蜃襲£チエツクアウトを¬ЮOこ

|

十勝川温泉
艤1408003癬

■ ‐建 1纂
「

11医蜃 轟
〈夕 朝食〉レストラン 71ヾイキング

｀
)

-15:00
圏腱盛顧10:00
縮
不□室 (禁煙/2～4名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

□
浴衣2枚付

団還路風ピラスワイン

應圏国螂困蝙囲
(夕・朝食〉
レストラン休□食又は洋食)

※選択可能。
夕食|まお申込時にお選ぴください。
[rvls要 ]

※12/22～ 25の夕食は和食のみの
対応となります。
圏 15:00
回 11:00
囮
【日高ウイング】
洋室 (禁煙/1～3名)、 バス・トイレ付

※全室禁煙となります。

※夕食について:和食 |よ レストラン休
業日の毎週水曜日(1/1は営業)、 洋
食|よ レストラン体業日の毎週火曜日
(12/31、 2/11は 営業)宿,自 はお選
ぴいただけません。

¨ I展望フロア】露天風呂付和室10畳 (禁煙、トイレ
付/2～ 4名)[眺望:サ IJ、 夕食:食事処(彩 り膳)は、下記宿泊料金
におひとりおとな8,800円。こども6,160円追カロでグレードアッ
プ可能。

2020年3月 31日まで。詳細はホテルヘお問合せください。

【幼児施設使用料】1,100円 (3歳～未就学児)

【幼児夕食バイキング`代】3歳～未就学児1,540円 (現地払い)

圏囲臓

レストランυヾイキング)

甕 15:00
囲 10100

和室(禁煙/2～4名 )、 バス トイレ付

X全室禁煙となります。

Xグループの場合よ、お客様自身で荷物
を客室までお持ちいただく場合がありま
す。

米帯広駅～十勝川温泉間の路線バスを料
金不要で利用できます。2020年3月 31日
まで。詳細まホテルヘお問合せください。

1幼児施設使用料12,700円 (1歳 )、

4,400円 (2歳～未就学児)

X幼児夕朝食代を含む
(バイキングのみ、和食はありません。)

⊂正三ヨコPl)洋室 (禁煙、バス・トイレ付/2名 )F眺望:り ||は、
下記宿泊料金におひとりおとな。こども共に1,650円追加でグ
レードアップ可能。②露天風呂付和室 (禁煙、トイレ付/2～4名 )

1跳望りIJ、 夕食:食事処 0日食)は 、下記宿泊料金におひとりおと
な8,800円。こども6,160円 追カロでグレードアップ可育旨。

1温泉

●1違 :塞
=1基

□■
(夕嘲食)レストラン(バイキング)

-15:00
-10:00
禾]室 (1～ 5名)、 バストイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

X帯広駅～十勝川温泉間の格線バスをll金 不
要で利用できます。2020年 3月 31日 まで。詳細
はホテルヘお問合せください。

1幼児施設使用料11,100円 (3歳～未就学児)

〔幼児夕朝食バイキング代l

3歳～未就学児2,700円 (現地払い)

凰 2000まで調劇ЮO終了まで

回ミネ切レウォー月本

(テラ■111〕p相ョ唱数の間け収トイ雌 ■0、夕含食事処にらq制作和
食膳)ま、下記宿

'自

料金におひとりおとな5,500円 .こ ども3,850円追力]でグレードアップ可能。
※6～8名 1室利用の場合は4～5名1室と同額です。|お申込まご宿

'自

日の3日前まで承ります。

■宿泊日カレンダー

間の路線バスを料金不要で利用できます。右記宿泊料金におひとりおとな
5.500円 。こども3,850円 追加で
夕食:個室会食場 (和食)へ変更可
育旨。

■日区|1困■■
〈夕・朝食〉
レストラン(バイキング又は
セットメニュー※選べません)

璽 15:00
爾 10:00

―不□室 (1～5名 )、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

凰2000ま 0こ醜切ЮO終了まで

■宿泊日カレンダー

吻 圏 □ 瘍 務 囲 囲
〈夕食〉レストラン(セットメニュー)

(朝食〉レストラン(バイキング又は
セットメニュー※選べません)

11ケテ 責 鮮
'1嘉

皇i::菫 |も言ι載 ::レι瀞 」1:る し 菖 :

1部屋食 0□食)は 、下記宿泊料金におひとりおとな5,500円 。こど
|も 3,850円 追加でグレードアップ可能。
■宿泊日カレンダー

:■ |=i
不□室(1～ 5名 )、 バス・トイレ付

凰2α00までに開始切30終了まで

回8雷曇楊導 付ゝ
(XOまグレードアップお申込の方のみ)

回
カラオケBO刈 時間利用OK

t金をカロ減した金額になりま曳 おとな。こども2名 1室利用の場合、こども料金はおとなと同額になります。(追加・割引料金もおとなと同額になります)⑨
泊料金に含まれます。特に記載のない限り各項目滞在中おひとり1回 (連泊でも1回のみ)となります。

辣
馘
祠
縣
踪
粽
餃
鶉
颯
餃
塚
颯
蝠霰
腱
蛛
霰
腑
鋏
欲
軋
靱
麒
鋏
鋏
蒻
腑
腑
蝙
腱
輻



1205‐001

鼈   曇
省旨。

(海鮮メイン付バイキング又は
セットメニュー※選べません)

〈朝食)レストラン0ヾイキング又は
セットメニュー※選べません)

■囮圏■15100

…
10:00

囮
洋室(2～3名 )、 バス・トイレ付

【幼児施設使用料】
1,100円 (1歳～未就学児)

艤矯算ち網(現地払い
風2000ま 0こ開始つ■00終了まで

回ウェ,レカムドリンク
国

劾 目の朝刊l1/Tl曰 を除0

舅 日 図 腑 困 勒 赳
〈夕食〉レストラン(セツトメニユー)

(朝食〉レストラン
(バイキング又はセツトメニユー
※選べません)

囮 15:00
露 10:00

回圏露

トロ

レストラン(バイキング)

15100
10:00

洋室 (禁煙/2～3名)、

シャヮーブース・トイレ付

※ベッドま1室人員が2名の場合は
2台、3名の場合は3台設置します。
※畳にベッドを配置したお部屋と
なる場合があります。

※全室禁煙となります。
喫煙スペースが館内に2か所
あります。

2000までに開始、21:00終 了まで

ウトロ
1202018■

レストラン(バイキング
又はセツトメニユー※選べません)

M15:00
攀 10:00

洋室 (禁煙/1～2名 )、

バス・トイレ付
不□洋室 (禁煙/2～4名 )、

バス・トイレ付

※全館禁煙となります。

Xお客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

印 爛総[録町鮒瓢

カレンダー

洋室 (1～3名 )、 バス トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

団夕食時、ワンドリンク

饂轄 現 1又メ雌饒蠍鉤]釉di手
′可能。

食事処 (セットメニュー)

※双方選べません
認 15100
m10130
謳
1中央第■1よ南虻t

※館の指定はできません。
和洋室 (禁煙/1～5名 )、

バス・トイレ付

【幼児施設使用料】
2.500円 (1歳～未就学児)

酷』薩「 竹颯■‐‖〈夕食〉レストラン又は広間
※選べません

い1員iラ,]il差[241よ .衝自日カレン井毛う1(メ ニュー※選べません)

猥褻囲 14:00(通常15:00)
日爾理1100(通常10100)

洋室 (1～2名 )、 バス・トイレ付
和室(1～4名)、 バス トイレ付
不□室は|:兆 望:湖 |

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちしヽただきます。

ロタ食時、フリドリンク付
回

2日自の朝刊麻 刊日を除0

禾□室 (禁煙/2～4名)、 バス・トイレ付

※全室禁煙となります。

鳳 2000までこ開始切ЮO終了まで

國5]里賓雷飢跡酬よ

慟克夢査バイギシ少代】2歳～未就学児2,29Q巴 (■聖払しュ

=嘴
□目四警輻

(夕・朝食〉レストラン(バイキング)
縣霞穀f野量麟bぜ偲量窒錦錮島】覗
雷饗躍催恥踊Ъ嵯竃霧itl室と同詞こなります。

不□室ツイン
(1～ 2名)、 (禁煙/1～2名 )、

結塾t〔雅郎、バス.トィ凶
来屋内プールはこども用です。

【幼児施設使用料l

2,200円 (3歳～未就学児)

製
回もてなしは宿泊料

ります。おとな。こども 金もおとなと ります)

鰤

完実お冨疑まし,油鶴
"|,|卜

|

「
■
可
Ｊ
Л
＝
＝
＝
日
馴
馴
馴
馴
馴
封
讚
封



●Iфl霊雪11睦鋼EB11 1ιt士青1っ 隋ゥィン列ナチュラルツイン際煙Jヾス・トイ
ロ卍:3チトランいイキンの |ギイ「7:脅世31:髯「翌啓:':デ;等::「ずi「°°F°F
爾 10:00

i甦ウfング:

スタンダード不□室(禁煙/2～ 4名 )、

バス・トイレ付

※全室禁煙となります。
※喫煙スペースが館内に1か所
あります。

鳳2000まで調始切ЮO終了まで

囲墨膜卜|1寡□‖
〈夕食〉広間又は食事処
(セットメニュー又は
セットメニュー+ハーフアヾイキング)

※双方選べません
(朝食)レストラン(バイキング)

爾 15:00
褻 10:00
睡轟罰不□室(1～ 5名 )、 バス・トイレ付

鳳2000まで調始切ЮO終了まで

回夕食時、お酬よソフトドリンク1本

国デザ
~Hこアイスクリム

■‐1医図|1弊■■
(夕食〉レストラン(セットメニュー)

(朝食〉レストラン(バイキング又は
セットメニュー※選べません)

囲 15:00
-10:00
圏 ,議
不□室(1～ 5名 )、 トイレ付

【幼児施設使用料】
1,100円 (2歳～未就学児)

鳳 2000まで調始ぶ30終了まで

[蔓〕モーニングコーヒー

団群J日 チIックアウト日を除0

:団
夕食い リンフ券 C帯在中1回

※お客様自身で荷物を客室までお持ちいただきます。

Oτ=可1つ 3・ 4階特別室不□室 (バス・トイレ付/2～ 5名 )|よ 、下
記宿泊料金に2名 1室はおひとりおとな。こども共に7,000円追
カロ、3～5名 1室の場合、おとな6,000円・こども4,200円追力日で
グレードアップ可能。

σル=可1つ 【しらかば館】禾日室(バス・トイレ付/2～ 4名 )(禁
煙、バス・トイレ付/2～ 4名)夕食:食事処休日食)は 、下記宿泊料
金におひとりおとな2,200円 。こども1,540円追加でグレード
アップ可能。

わりそう館干□室(―例).

欝
驚

川湯温泉

|‐ 1日図■|‐1囲■
〈夕食)レストラン(セ ットメニュー)

〈朝食〉レストラン(バイキング又は
セットメニュー※選べません)

m15:00
囲 10:00m
不□室(1～4名 )、 バス トイレ付

鳳2000まで調始●消ЮO終了まで

団震箕輩53諄K

目
■
□

吻 圏 □ 鑽 困 圃 圏
(夕食〉レストラン休□食+ハーフバイ
キング又は不□洋中バイキング)※選
べません
〈朝食〉レストラン(バイキング)

TE室 (1～ 4名 )、 バス トイレ付

(幼児施設使用料】
1,100円 (3歳～未就学児)

【幼児夕食バイキング代】
3歳～未就学児2,750円 (現地払い)

【幼児朝食バイキング代】
3歳～未就学児1,650円 (現地払い)

凰2030まで調始こ四301・ 7まで

[蔓〕コ
~ヒ~券

oし=可1つ 【飛燕閣】禾日室 (バス・トイレ付/2～ 5名 )、 夕食:レ

ストラン(和食+ハーフバイキング)は 、下記宿泊料金におひと
りおとな4,000円。こども2,800円追力]でグレードアップ可能。
X5名 1室利用の場合は4名 1室と同額になります。

| 三二亜三三三二重亜三二 6099_1三亜,6801111,76o ll 自家源1型ナ流」10口 1言厄厘鼻鋭記農+尋不母刊イ|― ン
を加減した金額になります。おとな。こども2名 1室利用の場合、こども料金はおとなと同額になりま
1金に含まれます。特に記載のない限り各項目滞在中おひとり1回 (連泊でも1回のみ)と なります。

もおとなと同額になります)①

団ヨ禾□室(1～5名)、 バストイレ付
右記宿泊料金よりおひとりおとな
500円引き、こども350円引き

1名 1室除外日:12/31～ 1/

渕田□摯資|1事踪
〈夕食〉食事処又はレストラン
※選べません(セットメニュー)

〈朝食〉レストラン
0ヾイキング又はセットメニュー
※選べません)

塑 15:00
懇 10:00
謳
Tll室 (1～ 5名 )、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

囲圏図■睦■■
(夕・朝食)

レストランllヾイキングXホテルの状況により
セットメニューに変更の場合があります。)
爾 15:00
爾 10100
縮
il)● 1)り ■|;革
ill室 (1～ 5名 )、 バストイレ付

Xお客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきますが、希望により
スタッフがお持ちします。
フロントヘお申し出ください。

1幼児施設使用料】
1,100円 (2歳～未就学児)

ロタ食時、おすすt●l品付

幼児朝食代】3歳～未就学児550円 (現地払い)

:は各権
もてな



吻 周 囲 攣 困 蜃 颯
(夕食〉レストラン6□洋倉J作料理)

(朝食〉レストラン(バイキング)

不□室 (禁煙/1～5名 )、 バス・トイレ付
※全室禁煙となります。

【幼児施設使用料】
1,650円 (3歳～未就学児)

【幼児朝食バイキング代】
3歳～未就学児1,100円 (現地払しヽ)
鳳2000ま0こ蹴切30絣まで
ロミネヲレウォタおひとり1本
国2日目の強‐■

lσO¬可1つ 【西館】禾□室8畳 (禁煙、バス・トイレ付/2名 )、 和室
|

10畳 (禁煙、バス・トイレ付/3～ 5名)、 夕食:音5屋食研□食)は、下 ‐
1記宿泊料金におひとりおとな3,300円、こども2,310円追カロで |
|グレードアップ可育ヒ。                    |

禾□室 (1～5名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

凰2000までこ開胴00終了まで

財 圏 囲 鑽 困 勒 圏
く夕・朝食〉レストラン(バイキング)

-15:00回 11:00

禾□室 (2～5名 )、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

団澪衰貴舅年者rO分

、和室(3～ 5名 )、 トイレ付
右記宿,自料金よりおひとりおとな500円 引

レストラン(バイキング)

不□室ツイン(2名 )、 バス・トイレ付
禾□室 (2～4名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

■ 口 1蔓1印睦 ■ ■
〈夕・朝食〉レストラン0ヾイキング)

M15:00
藝 10:00
続
洋室 (禁煙/1～3名 )、

バス・トイレ付
相洋室 (禁煙/4～5名 )、

バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

ロ
ドリンク券

國
2日 目の昼食

※プールは4/1～ 28ま休業となります。

【幼児施設使用料】2,200円 (3歳～未就学児)

馴 騒 1夏● 基 ■ |‖
〈夕朝食)レストラン0ヾイキング)

爾 15:00
鰺 10:00

禾□洋室(1～ 4名)、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

1幼児施設使用料】
2,750円 (3歳～未就学児)

鳳2000ま0調始切ЮO終了まで

団
2日自の昼食

lm和 洋室0いイレ″2～5gl、 夕含食事処ma、 朝含レスト|

|ラン「早紅葉」(利食十ハーフ′ヾイキング)よ、下記宿
'自

料金におひとりおとな7,7001
1円 'こども5,390円 追力]でグレードアップ可能。X5名 1室利用の場合|よ 4名 1室と同

|

1額になります。米お申込よご宿泊日の3日前まで承ります。iMS薯 1        1

国目不]室又ま不B洋室(2～ 4名 )、 トイレ付
右記宿泊料金よりおひとりおとな500円

もおとなと同額になります):は各種差額代金をカロ減した金額になります。おとな。こども2名 1室利用の場合、こども料金はおとなと同額になりま
もてなしは宿泊料金に含まれます。特に記載のない限り各項目滞在中おひとり1回 (連泊でも1回のみ)となります。

ホテル大雪 プ重闇フランドホテル     ロ

層雲峡温泉朝陽リゾニトホテル 層雲峡観光ホテル

籠 闘 隣      □ Tttπパークヒルズ      ロ蒲



吻圃匿輻医囃鰺
く夕食〉レストラン(セットメニュー)

〈朝食〉レストラン(バイキング又は
セットメニュー※選べません)

不□室 (1～5名 )、 バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただく場合があります。

期日副事:コ1lM
〈夕食〉食事処●□食)

〈朝食〉レストラン又は食事処
0ヾイキング又は不□食)

※双方選べません
饉 15:00
麟 10:00

不□室 (1～5名 )、 バス トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

渕圏□舞四,事‡I鷲
〈夕食)レストラン(洋食)

※夕食F■a始時間は17:30～、2000～
の時間指定制となります。
チェックイン時にお選びいただきます。
満席の場合あり。(希望時間の事前
リクエストまお受けできません)

(朝食)レストラン(バイキング又は
セットメニュー)

爾 15:00
圏 11:00
醐
ツイン(禁煙/2～3名 )、

シャヮーブース・トイレ付
和洋室(禁煙/2～4名 )、

シャヮーブース・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちいただきます。

回夕食時、ワンドリンク

1    大港場 電天    サゥナ    |‐  |

|  レストラン(バイキング
又はセットメニュー※選べません)

鰈 15100
勒 10:00
囀
洋室 (2～3名 )、 (禁煙/2～ 3名 )、

バス・トイレ付
不□室 (4～5名 )、 (禁煙/4～ 5名 )、

バス・トイレ付

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちしヽただく場合があります。

ロタ食時、ワンドリンク
国朝刊悧日を除0

幼児夕・朝食バイキング代】0歳～未就学児3,850円 (現地払い)

品1轟|‐■●基■■
〈夕食)レストラン(セ ットメニュー)

(朝食〉レストラン(バイキング)

絋 14:00
聰 10:00
鑢
洋室 (1～2名)、 バス・トイレ付
不□室 (2～4名)、 バス トイレ付
不□洋室 (3～5名)、 バス・トイレ付

鳳2000まで硼始つ■00終了まで

3歳～未就学児1,100円 (現地払しヽ)

レストラン(バイキング
又はセットメニューX選べません)

洋室 (禁煙/1～2名)、

シャヮーブース・トイレ付

※全室禁煙となります。

※お客様自身で荷物を客室まで
お持ちしヽただきます。

回
作務衣2枚

料】1,100円 (0歳～未就学児)

【幼児夕・朝食バイキング代】0歳～未就学児3,850円 (現地払い)

旭岳 (冬 頃イメージ)

を加減した金額になります。おとな。こども2名 1室利用の場合、こども料金はおとなと同額になります。(追力D・
1金に含まれます。特に記動のない限り各項目滞在中おひとり1回 (連泊でも1回のみ)と なります。

哭壁笛苗奎観光ホテ
'レ

   囲園目 蕩猫箇墨諭泉ホテJレ      ロ

ルベアモンテ

5.400 6,200 7.400 8.r00 r0,400',r4,700

ルディアバレー    囲 TttL豊富       囲薄‐



※2019年 8月 現在の情報です。変更になる場合もありますの
でご利用の際は各お宿にご確認ください。
※道路状況等により出発時間が変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

『お艤機置熾燒躙⑪濃疵麟鑢Mの量爾畿購饉醸鐵艤
融臨難で瞳撥機磯へ融罐轟∽鬱え駿予約ください。
●お宿の無料送迎バスを利用することができます。
予約制の場合があります。

一定の人数に満たない場合は中止となる送迎バスや、ワゴン車。マイクロ
バスなどのご利用となる送迎バスもあります。

旅館・ホテル名 乗車場所 出発時間 旅館・ホテル名 乗車場所 出発時間
定山渓ビューホテル
(事 前申込要)

定山渓万世閣ホテルミリオーネ

花も生菅
の湯 嘩前申込動

ぬくもりの宿ふる川

女性のための宿 翠蝶館

登別石水亭

丸駒温泉旅館
(事 前申込要)

きたゆざわ 森のソラニワ
湯元ホロホロ山荘

シャトレーゼガトーキングダムサッポロ
ホテリレ&スプヾリゾート

札幌北広島クラッセホテル
(定 時運行,

洞爺サンパレス リゾート&スパ

絶景の湯宿 洞爺湖畔亭

洞爺観光ホテル
(満員になり次第受付終了事前申込要)

ゆとりろ洞爺湖

ニセコグランドホテル

ニセコ昆布温泉ホテル甘露の森

ヒルトンニセコビレッジ

揚の川観光ホテル祥苑

グリーンピア大沼
(前 日の1300までの事前中込要)

カムイの湯 ラビスタ阿寒川
(3日 前までの事前申込要,

札幌市中央区大通西4丁 目 道銀ビル裏 (南側 )

(詳細はお宿へお問合せください.)

札幌市北区北6条西3丁 目
」R札幌駅北口団体バスのllま

札幌市中央区大通西 1丁 目
NHK札幌放送局前
札幌市中央区大通西 1丁 目
NHK札幌放送局前

札幌市中央区大通西6丁 目―昭和ビル前

」R札幌駅北口 鐘の広場

詳細はお宿へお問合せください。

UR札 幌駅北口 鐘の広場

」R札幌駅北口団体バスのりま

JR北広島駅西口

札幌市中央区大通西4丁 目 道銀ビル裏 (南側 )

信羊細はお宿へお問合せください。)

JR札 幌駅北口 鐘の広場

」R洞爺駅

」R洞爺駅

」Rニ セコ駅

」Rニ セコ駅 JR倶知安駅

」R倶知安駅 X変 更になる場合がありま,.

」R函館駅西口玄関前

JR新 函館北斗駅

阿寒湖バスターミナル

(13130～ 受付 )

事前にご相談ください。

(13i00～受付 )

お日にちにより出発
時間が異な|り ます。

rl蹴 8マ留 tη

事前にご相談くださし、

(13:00～ 受付)

14:00以 降
(事前にご相談ください。)

事前にご相談ください。

事前にご相談ください。

事前にご相談ください。

事前にご相談ください。

2量 ]、 .|

1辣1~
|サロマ湖鶴雅リゾート

ホテル網走湖荘

天都の宿 網走観光ホテル

北天の丘あばしり湖鶴雅リツート

ノーザンアークリツートホテル
(事 前申込要)

川湯観光ホテリレ

名湯の森ホテルきたふくろう
(前 日までの事前申込要)

温根湯ホテル四季平安の館

大江本家
(事前申込要)

ホテル大雪

層雲閣グランドホテル

層雲峡温泉朝陽リゾートホテル
層雲峡朝陽亭

層雲峡観光ホテル
(3日 前までの事前申込要)

渠 醒 認 幣 ァ
レ鰤 7∞までの事前申込要

ラビスタ大雪山

ホテル豊富

」R帯広駅北ロ

利用できます。(詳 細はホテルヘ確認要)

JR新 得駅前

北見駅南口中央プロムナード前

JR網 走駅前

」R網走駅前

」R呼人駅前バス停/JR網走駅前

JR北 見駅前

JR川湯温泉駅前

JR川湯温泉駅前

JR留 辺薬駅前

」R留辺藁駅前

旭川市宮下通6丁 目(」 R旭川駅前 )

イオンモール旭川駅前横

旭りI市 1条 9丁 目 9Cホ テル旭川前

札幌市北区北7条西3丁 目
」R札幌駅北口中央出口

事前に運行状況を
お問合せください。

事前にご相談ください.

事前にご相談ください。

事前にご相談ください。

事前にご相談ください。

事前にご相談ください。

事前にご相談ください。

随時
事前にご相談ください。)

事前にご相談ください。

事前にご相談くださし、

14:30

旭,市 1条 6丁 ロ スマイルホテル旭川前

旭川市 1条 6丁 ロ スマイルホテル旭川前

」R旭川駅前広場 1番乗り場

JR美 瑛駅前

」R旭川駅
(詳細はお宿べお問合せくださ0

JR豊 富駅

13:40/17:40

お問合せください。

事前にご相談ください

1算詢茸:i淵鴛:嘉囃躯八荀}炒ξ菫祠:1誉爆里il鶉鰍Ⅷ悟冥蕎
l削
酵辟饗役た備曜 審ま学{鉗や趙 摺■恭璧譲■常激鶴上品]翻

旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の中込書に必要事項をご記入の上お中込ください。

電 ξ締 珀 :憫 鞭 ]鰤 蕩
郷 離 鉤 淵 職 措 il甜

讐Li論 蹄 臓

鳥悸 晶 響 重襲 ll淳 11肇Tttii絆雫Xf詠糞:睫 尋f署
名なくしてll T代 金や取消料等の―t llNい を受け利 こと(以Tl信 契

・ 番磐当鳥1)霧 亀憫字撃言艦∬[雪彗 ≧ 長
子承譜通,|_よる場合は当社わ■ 詰する逝知を発した時とします。また中込Hこは「会

°
置 輝鮒鵠晰羅拗 Sili漬響け品鵠 丼卍架昇袴1期普辮 ]l易都齢ei鱚専星続魏 寧:躍■44群為 年譜』官淵争民鋼鷲li彎縫]零予 闊 灘

●旅行業務取扱料金

fせ書[島:梨昇ド畠せilξ]滉l慕害酬繰陛1賀擢ξ鶴1淫鴇壱詩:店β担肺毅鮒古1紹:看埜|!塩i∵繕
●取消料
1取 ,肖

°
を事[ti鳥督1幣洗揉1,ど れ 卿 料を中し受けます.価蹴 票■をお持ち場 合JttllIから卿 料とlJ IT削卿 l_

3胎罹‖諦ξ[またF:1孵∫」′善iぶ∫渋習lI謄蟹譜I皇諄ず新動にて取扱いします。
2菖曽′堂]名賃舌露樹書學屏き、宙白施諏“払戻しをヨちこ魔きま二●個人情報の取扱について1神喘瑚鐸翻珈響笏蜆顕猶i饉[外瘍閂鰐蠅
取得した個人情報は(総合)旅行業務1反扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

情趙輻闊祠靱 i祠楊
3i借軽聘縣撃rttρ輪鷺[署ξ締野がぶ響陸:響鵠渕オ鵞
.il檜
判 頌 Υ l[毛協笥繁讐7腿碁蓄襲 駐括li魂

『

ほ智鼎鴛庭搬 難 黎τ蓮な
51鶴粥影稽f[鑑:4巽】11:鱚摯;詭澁 1塑禄稲絆勒 鮮

驚iガ 鰐 鞣 プ 熟 影鮒 1:][審 ぽ
聰 I亀角奄日7]漱 ヨタ

カ ¨ プ企業の

訴馳 F勇ま:ゴ重∬』写F雌
は現地でお支撫 ヽ'ただくことも喘 です。但は IH節 泊施設の宿泊約細 こよ哄 お

※このパンフレットは 2019年 8月 現在の資llに 基づきます。

魏盪 鶏舗″繁識鵞1カ鶏負鴨亀1響緋縞趣熙褥濃繕ξ言「者です。
協賛 ( )」丁B協定旅館ホテル連盟 北海道支吉5連合会

】|・ 口■「 ]鵬ヨE:1燿=バス情報

[手配旅行取ヨ1条件謡(要約)/2019年 3月 1

お申込・お間合せは下記ヘ

圃


