年末年始プランのご案内（平成30年度）
施設名・所在地
※ＵＲＬをクリックすると
施設のＨＰをご覧になれます。

1泊2食付利用料金
(税金・奉仕料込）

清温荘
〒020-0055
岩手県 盛岡市繋温泉湯の舘33
TEL:019-689-2321

12/31～1/2
大人 14,500円から
小人
7,800円から

予 約
受付日

料理・サービス等

・おすすめ料理…(年末)年越しそば、年越し料理 他
(年始)お雑煮、おせち料理
・サービス
…樽酒飲み放題
・その他
…雫石スキー場
10月1日
(スキー場)
網張スキー場
から

http://seionsou.com/

みちのく荘
福島県 〒960-0201

福島市飯坂町字小滝５－２
TEL:024-542-4271

【繋温泉（単純硫黄泉）】

・おすすめ料理…年末年始特別料理
(福島牛・麓山高原豚付)
…(年末)年越し手打ちそば
初風呂(午前１時まで開放)
(年始)お雑煮（1/1、2の朝食時）
…飯坂八幡神社（徒歩5分）
中野不動尊(車で10分)

12/31～1/2
9月1日 ・サービス
大人 14,400円
から
小人 12,050円（大人膳）
子供膳
（１泊２食） 6,790円
・初 詣
お子様プレート （１泊２食） 5,560円

http://www.michino9.jp/

ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰ大洗
〒311-1303

茨城県 東茨城郡大洗町東光台8234-1

TEL:029-267-0488

12/31～1/3
大人 18,500円から
小人 12,950円から
※ 幼児は寝具、食事共に利用のない場合は、
施設利用料300円になります。

・おすすめ料理…あんこう鍋
(年始）おせち料理
・館内イベント…年越しそばの提供(12/31)
（予 定）
お正月特別公演(郷土芸能)
お楽しみ抽選会
9月1日
…大洗磯前神社(徒歩3分)
から ・初 詣

http://ocean-view-oarai.com/

ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ菜の花
〒260-0854
千葉県 千葉市中央区長洲1-8-1
TEL:043-222-8271

http://www.hotelplaza-nanohana.com/

【大洗温泉(ナトリウム塩化物泉)】

12/29
シングル
6,500円
ツイン
5,800円
12/30～1/3
シングル
5,500円
ツイン
4,500円

詣

…千葉神社(徒歩20分）
成田山新勝寺（車(高速利用）
45分）

受付中

※ツインルームは2名利用お一人様料金

ﾎﾃﾙﾙﾎﾟｰﾙ麹町
〒102-0093
東京都 千代田区平河町2-4-3
TEL:03-3265-5361

・初

12/31～1/2
大人 18,000円から
小人 12,000円から

http://www.leport.jp/

・年末年始料理…年末年始特別料理(年越しそば、
おせち料理
※獅子舞等イベント有）
・初 詣
…明治神宮(地下鉄20分)
赤坂山王日枝神社(徒歩15分)
浅草寺(地下鉄30分)
・皇居一般参賀…1/2 9：30～14：10
(地下鉄15分)
受付中
・観 光
…東京スカイツリー(地下鉄33分)
東京駅駅舎(地下鉄15分)
渋谷ヒカリエ(地下鉄15分)
六本木ヒルズ(車で10分)
赤坂サカス(車で7分)
原宿表参道(地下鉄10分)
・その他
…展望浴場(ジャグジー・ミスト
サウナ付）

○詳しいサービス内容やご不明な点については、各施設へ直接お問い合わせください。
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年末年始プランのご案内（平成30年度）
施設名・所在地
※ＵＲＬをクリックすると
施設のＨＰをご覧になれます。

1泊2食付利用料金
(税金・奉仕料込）

水仙荘
〒916-0303
福井県 丹生郡越前町岬平
TEL:0778-37-1585

12/30～1/2
大人 14,500円から
小人
7,800円から
※1室定員利用の場合の料金です。

予 約
受付日

・おすすめ料理…(年末)年末特別料理
(年始)お正月特別料理
・初 詣
…劔神社(織田信長一族発祥の地、
織田家縁の神社です）(車で30分)
受付中
・観 光
…越前がにﾐｭｰｼﾞｱﾑ(車で20分)
福井県陶芸館（車で30分）

http://www.suisenso.jp/

【人工温泉※「光明石」を入れております。】

アイリス愛知
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-5-10
TEL052-223-3751

料理・サービス等

12/31～1/3
大人8,000円(宿泊5,000円＋食事3,000円)から
小人6,000円(宿泊5,000円＋食事1,000円)から

・おすすめ料理･･･年末年始特別料理
・初詣
･･･熱田神宮（地下鉄15分）
愛知縣護國神社（徒歩5分）
那古野神社（徒歩２分）
受付中
・観光
…名古屋港水族館

http://www.iris-aichi.com/

愛知県

ｻﾝﾋﾙｽﾞ三河湾
〒443-0021
蒲郡市三谷町南山1-76
TEL:0533-68-4696

12/31～1/2
大人 17,000円から
小人 10,900円から
※大人料金には、入湯税150円が別途加算さ
れます。

・おすすめ料理…年末年始特別料理
・サービス
…年越しそば(12/31)
樽酒、ぜんざい(12/31～1/2)
・イベント
…お楽しみ抽選会
・初 詣
…豊川稲荷(車で40分)
・観 光
…国天然記念物「竹島」(車で10分)
受付中
複合型マリンリゾート「ラグーナ
テンボス」(車で5分)
・温 泉
…露天風呂及び大浴場(天然温泉・
加温・循環ろ過）展望温泉風呂
付特別室

http://www.sunhills-m.com/

ﾎﾃﾙﾋﾟｱｻﾞびわ湖
〒520-0801
大津市におの浜1-1-20
滋賀県 ピアザ淡海内
TEL:077-527-6333
http://www.hotelpiazza.com/

【三河三谷温泉】

12/31～1/2
大人 19,500円
小人 14,200円
※和室4名利用の場合の料金です。
★２食付連泊割引・・・１泊２食付ご利用の
お客様に限り２泊目
から１，０００円割引

御所西京都平安ﾎﾃﾙ
〒602-0912
京都府 京都市上京区烏丸通上

長者町上ル

TEL:075-432-6181

12/31～1/1
大人 25,000円から
小人 16,000円から

・おすすめ料理…年末年始特別料理
(年末)年越しそば
(年始)おとそ、雑煮
・サービス
…樽酒(飲み放題)
ドールハウス展示(年末年始)
…近江神宮(車で10分)
受付中 ・初 詣
建部大社(車で12分)
日吉大社(車で20分)

・おすすめ料理…京懐石・おせち料理
・サービス
…(年末)年越しそば
・初 詣
…八坂神社、上賀茂神社、下鴨神
社、伏見稲荷大社等(定期観光バス)
・年末年始行事…おけら参り(八坂神社12/31)
書初め(北野天満宮1/2)
受付中
かるた始め(八坂神社1/3)
蹴鞠始め(下鴨神社1/4)

http://kyoto-heian-hotel.com/

瑞宝園
兵庫県 〒651-1401
神戸市北区有馬町1751
TEL:078-903-3800

http://www.zuihouen.net/

12/31～1/3
大人 22,500円から
小人 12,250円から

・おすすめ料理…お正月特別料理
・サービス
…振る舞い酒（樽酒）
(年末)年越しそば
(年始)お雑煮
受付中 ・初 詣
…湯泉神社、温泉寺等
(電話のみ) ・イベント
…入初式(1/2)

※大人料金には、入湯税150円が
加算されています。

【有馬温泉】

○詳しいサービス内容やご不明な点については、各施設へ直接お問い合わせください。
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年末年始プランのご案内（平成30年度）
施設名・所在地
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12/31～1/2

翠山荘
〒753-0056

山口県 山口市湯田温泉3-1-1

TEL083-922-3838

http://www.suizanso.com/

●行く年来る年プラン
大人 15,000円(1室2名様以上)
大人 16,000円(シングル)
小人 8,150円
●ふく福プラン(ふく刺、ふく鍋付)
大人 21,000円(1室2名様以上)
大人 22,000円(シングル）
【1/3（1泊2食付）】
●明治維新150年宿泊プラン
翠会席コース
10,350円
名物会席コース 12,700円

予 約
受付日

・おすすめ料理…年末年始特別料理
ふく料理
・サービス
…(夕食時)フォトサービス
(年末)年越しそば
(年始)地酒(山頭火)フリードリンク
・初 詣
…山口大神宮、防府天満宮(学問の神
様、菅原道真公を祀っています。)
受付中 ・その他
…温泉は6階展望風呂。翠山荘自家泉
と湯田温泉配給組合泉とのミック
ス泉。
また、翠山荘から徒歩3分の場所
に「足湯」があります。

【湯田温泉(アルカリ泉)】

ルポール讃岐
〒760-0008

香川県 高松市中野町23-23

TEL087-831-3330

12/31～1/3
●年末年始特別朝食・夕食プラン
シングル室1名様
6,000円
ツイン室 2名様 11,000円

料理・サービス等

・料

理

…年末年始特別和膳をご用意
香川のお正月特別朝食をご用意

・初

詣

…石清尾八幡宮(車で5分)
田村神社(車で15分)
金刃比羅宮神社(車で40分)

・観

光

…栗林公園入園無料(1/1)

受付中

・サービス

http://www.leport-sanuki.com/

○詳しいサービス内容やご不明な点については、各施設へ直接お問い合わせください。
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…夕食時、ドリンク1杯無料
(ビール、日本酒、焼酎、
ソフトドリンク等)

