今だからこそ個人旅行♪

新橋会

マ

ル

期間限定！ 得 プラン

（料金はサ込、税別、入湯税別です）

●2020年３〜４月（GW期間は除く） の個人旅行でご利用いただけます。 ●お支払いは前振り込みまたは現地払いでお願いします。
●旅館ごとの除外日がある他、混み合っている日もございます。ご利用前に必ずお問い合わせください。

河口湖

富ノ湖ホテル

笹戸

富士山と河口湖を一望できる ホテルタイプの施設です。

３名以上１室@ ¥7,500
２名１室@ ¥7,500

休前日増し
¥2,000

夕食： バイキング
朝食： バイキング

休前日増し
¥3,000

夕食： 食事処（和食膳）
朝食： 広間（和食膳）

休前日増し
¥3,000

夕食： 会食場（和食膳）
朝食： 会食場（和食膳）

＜除外日＞
特になし
混んでいる日もありますので、
お問い合わせください。

【新橋会

３名以上１室@ ¥10,000
２名１室@ ¥12,000

石和

河口湖の畔に建つ和モダンな雰囲気の旅館です。観光にも便利！

夕食： 会食場（和食膳）
朝食： 会食場（和食膳）

４つの大浴場で湯めぐり！ スキー場まで徒歩５分！お楽しみいっぱい！

休前日増し
¥5,000

＜除外日＞
特になし
混み合っている日もあるため、お問
い合わせください。

山岸旅館

２名１室@ ¥13,000

ホテル双葉

夕食： 食事処（和食膳）
朝食： バイキング

＜除外日＞
特になし
混み合っている日もありますので、
お問い合わせください。

３名以上１室@ ¥12,000

２名１室でも@ ¥12,000

越後湯沢

海辺の旅館ながら、露天風呂の泉質が美肌づくりの湯として大評判！

河口湖

本館は熱海の海が一望できるオーシャンビュー。観光にも便利な立地！

＜除外日＞
休前日

堂ケ島温泉ホテル

２名１室@ ¥11,500

ホテルかつら

夕食： 部屋食（和食膳）
朝食： 部屋食（和食膳）

＜除外日＞
4月25日以降は除外

３名以上１室@ ¥9,000

２名１室@ ¥8,500

熱海

ラグーナテンボスから一番近い旅館、いまだけ２名でも定員と同料金！

堂ケ島

３名以上１室@ ¥7,500

＜除外日＞
特になし
混んでいる日もありますので、
お問い合わせください。

ホテル三河 海陽閣

２名１室でも@ ¥8,000

笹戸温泉は愛知県最古の天然温泉です。今だけ休前日も同料金！

夕食： お食事処（和食膳）
朝食： お食事処（和食膳）

＜除外日＞
3月下旬から4月中旬はかなり混み
合っております。

三河三谷

紫翠閣とうふや

休前日増し
¥2,000

ホテルふじ

地域最大級の大きなお風呂が自慢！朝夕のバイキングもご好評です。

３名以上１室@ ¥11,000
２名１室@ ¥12,000

休前日増し
¥5,000

夕食： レストラン（バイキング）
朝食： レストラン（バイキング）
＜除外日＞
3月27、28日
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今だからこそ個人旅行♪
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期間限定！ 得 プラン

（料金はサ込、税別、入湯税別です）

●2020年３〜４月（GW期間は除く） の個人旅行でご利用いただけます。 ●お支払いは前振り込みまたは現地払いでお願いします。
●旅館ごとの除外日がある他、混み合っている日もございます。ご利用前に必ずお問い合わせください。
戸倉上山田

千曲館

大洗

２つの源泉が掛け流しで一度に楽しめます！善光寺に行くにも便利。

３名以上１室@ ¥11,000
２名１室@ ¥12,000

休前日増し
¥3,000

夕食： 食事処（和食膳）
朝食： 食事処（和食膳）

休前日増し
¥3,000

夕食： レストラン和食orバイキング
朝食： バイキング

山木旅館

２名１室でも@ ¥14,000

休前日増し
¥2,000

いなとり荘

新築の露天風呂は海・空・温泉の境がないような、最高のロケーション！

３名以上１室@ ¥16,000

２名１室@ ¥18,000

２名１室@ ¥17,000

夕食： 部屋食（和食膳）
朝食： 部屋食（和食膳）

休前日増し
¥4,000

夕食： レストラン（和食膳）
朝食： レストラン（バイキング）

＜除外日＞
休前日

＜除外日＞ 4月21、22、23日
＜料理＞ +¥2,000で鮑踊り焼＆
伊勢海老刺身付きにアップ！

季一遊

鬼怒川

弓ヶ浜の穏やかな潮騒を聴きながら、ゆったりと心癒せるリゾート旅館。

３名以上１室@ ¥18,000
２名１室@ ¥18,500
夕食： レストラン（和食膳）
朝食： レストラン（バイキング）

【新橋会

吉川屋

創業は天保十二年の老舗旅館。期間限定、２名部屋も同料金でOK！

稲取

３名以上１室@ ¥16,000

＜除外日＞
4月 6〜10日

¥3,000

＜除外日＞
3月5日

木造二階建て、風情ある和風旅館です。女性用大浴場を改装しました！

弓ヶ浜

休前日増し

夕食： レストラン（和食膳）
朝食： バイキング

＜除外日＞
4月 1〜5、9、10、14日

熱海

２名１室@ ¥14,000

穴原

台風被害を受けた渓流露天風呂も、綺麗になって再開しました！

２名１室@ ¥15,000

３名以上１室@ ¥13,000

＜除外日＞
4月25日以降は除外です。
混み合っている日もありますので、
お問い合わせください。

思い出浪漫館

３名以上１室@ ¥14,000

太平洋のオーシャンビュー！３月はあんこう鍋を含めたバイキングです。

夕食： バイキング
朝食： バイキング

＜除外日＞
3月 2、4、5、10日

袋田

大洗ホテル

休前日増し
¥2,500

鬼怒川温泉 山楽

全客室が鬼怒川沿いの広々74平米！ハイグレードの旅館です。

２名１室でも@ ¥23,000

休前日増し
¥5,000

夕食： レストラン（和食膳）
朝食： レストラン（和食膳）
＜除外日＞
特になし

TEL：03-5480-7681 FAX：03-5480-7682 Mail：takayoshi@shimbashikai.com】
2020/02/29作成
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期間限定！ 得 プラン

（料金はサ込、税別、入湯税別です）

●2020年３〜４月（GW期間は除く） の個人旅行でご利用いただけます。 ●お支払いは前振り込みまたは現地払いでお願いします。
●旅館ごとの除外日がある他、混み合っている日もございます。ご利用前に必ずお問い合わせください。

河口湖

富士レークホテル

河口湖畔の和風リゾート旅館。朝食レストランからは富士山の眺めが！

３名以上１室@ ¥18,000
２名１室@ ¥20,000

休前日増し
¥5,000

夕食： レストラン（和食膳）
朝食： バイキング

夕食： お部屋食（和食膳）
朝食： お部屋食（和食膳）
＜除外日＞
３月の土曜日は除外

【新橋会

２名１室@ ¥24,000

道後

和とアンティークが調和したお洒落な旅館です。下呂温泉のお湯は最高

２名１室@ ¥21,000

３名以上１室@ ¥20,000

休前日増し
¥5,000

料亭または部屋（和食膳）
料亭 （和または洋食膳）

＜除外日＞
4月以降は除外

紗々羅

３名以上１室@ ¥19,000

飛騨の小京都、飛騨高山の風情を堪能できる人気旅館です。

夕食：
朝食：

＜除外日＞3月20、21、22日
＜特別日＞３月１〜13日までは、
上記金額から ４,000円引きでOK！

下呂

本陣平野屋花兆庵

高山

休前日増し
¥6,000

道後舘

巨匠、黒川紀章の設計による、古の情緒と現代が調和した和風旅館！

３名以上１室@ ¥20,000
２名１室@ ¥22,500

休前日増し
¥4,000

夕食： 部屋食（和食膳）
朝食： レストラン（和食膳）
＜除外日＞
特になし、ただ３月の金土などを
中心に、混んでいる日もあります
ので、お問い合わせください。
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