
   

     

 

 

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

福島県穴原温泉 《創業 181 年目を迎える老舗旅館》 

匠匠ののこここころろ  吉吉川川屋屋  

 季節の食材を取り入れた料理長自慢のお食事と自家源泉の温泉でお寛ぎください 

 

 

 

 

 

 

 

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

日程 コース 食事 

1 自宅又は前泊箇所――→自由行動(お客様ご負担)―→福島県穴原温泉吉川屋(泊) 夕食 

2 ホテル―――――→自由行動(お客様ご負担)――――――→自宅又は後泊箇所 朝食 

■食事   夕食 和食懐石膳  お食事場所：お食事処(まつかぜ又は燈花)又は宴会場(8 名様以上・要事前予約)   

朝食 和食膳      お食事場所：お食事処(まつかぜ又は瑞雲) 

 ■お部屋 和室 12 畳(紅雲閣、状況により紫雲閣の場合も有)  バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 東北自動車道 福島飯坂 IC より約 10 分(約 5.5 ㎞) 

         電車  大宮駅より新幹線・福島交通飯坂電車、飯坂温泉駅下車タクシーで約 10 分(送迎有・要予約) 
 

 

  

 

 

 

 

   ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

                      

要予約45 分2,750 円(税込)  

   

                          AM7:00～PM9:00 まで 

 

 ■大浴場・露天風呂は入れ替え制となります。 

 ■温泉：源泉かけ流し(一部加水・加温有)  ■泉質：弱アルカリ性単純泉  ■効能：リュウマチ性疾患・慢性消化器疾患・皮膚病・婦人病・打ち身、他  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)  ■最少催行人員 ４名様(お申し込みは４名様以上となります) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

 

チェックイン  15:00〜 

チェックアウト 〜10:00 

 

  

 

 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 22,000 25,300 25,300 28,600 ●グレードアッププランの内容についてはお問い合わせください。

(こどもA) (15,400) (18,700) (18,700) (22,000)

(こどもB) (11,000) (14,300) (14,300) (17,600) ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

おとな 23,500 26,800 26,800 30,100 ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもA) (16,900) (20,200) (20,200) (23,500) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

(こどもB) (12,500) (15,800) (15,800) (19,100) ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

おとな 25,500 28,800 28,800 32,100 ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。

(こどもA) (25,500) (28,800) (28,800) (32,100) 　(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (25,500) (28,800) (28,800) (32,100) 　※各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

2名

プラン
平日

グレードアップ
プラン(B）

●設定除外日：お盆期間（8/11～8/16）、年末年始(12/29～1/4)
一室利用人数

土曜・休前日
グレードアップ

プラン(D)

4名

3名

平日

プラン(A)
土曜・休前日
プラン(C)



   

    

 

 

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

群馬県伊香保温泉  

心心にに咲咲くく花花    古古久久家家  

 

 

 

 

 

 

 

★おとな旅行代金で宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

日程 コース 食事 

1 自宅又は前泊箇所―→自由行動(お客様ご負担)―→群馬県伊香保温泉古久家(泊) 夕食 

2 ホテル―――――→自由行動(お客様ご負担)――――――→自宅又は後泊箇所 朝食 

■食事   夕食 和会席  お食事場所：お食事処又は宴会場(要事前予約) 

朝食 和定食  お食事場所：お食事処 

 ■お部屋 和室 10 畳(宿おまかせ) バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 関越自動車道 渋川伊香保 I．C より約 15 分 

         電車  JR 大宮駅より特急又は新幹線・上越線で渋川駅下車、路線バスにて伊香保温泉バス停下車徒歩約 2 分 

 

  

  

                           

50 分2,200 円(税込)、洗い場・シャワー無し 

予約制15:00～24:00           ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により 

変更になる場合がございます。 

                           
※2021 年10 月1 日より全室禁煙となります。       

  

 ■温泉：源泉かけ流し(加温)  ■泉質：硫黄塩泉  ■効能：神経痛・リュウマチ・婦人病等   

■大浴場・露天風呂：男女入替有(入替時間等はホテルでご確認ください) 

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)  ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

チェックイン   15:00〜 

チェックアウト 〜10:00 

 

 

 

 

A プラン料理写真 B プラン料理写真 

 

 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 12,500 15,000 18,500

(こどもA) (8,750) (10,500) (12,950)

(こどもB) (6,250) (7,500) (9,250) ●各プラン料理内容が異なります。Cプランの料理はBプランの料理に季節の一品が追加になります。

おとな 14,000 16,500 20,000 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (10,250) (12,000) (14,450) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (7,750) (9,000) (10,750) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無※0歳無料、1～2歳施設使用料3,300円(諸税込)現地フロントにてお支払い下さい。

おとな 16,000 18,500 22,000 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (16,000) (18,500) (22,000) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (16,000) (18,500) (22,000) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

●設定除外日：※A・B・C共通：土曜、休前日、4/24～4/27、7/31～8/15、

                                         　 12/25～1/3、12月金曜日

　　　　　　  ※Aのみ：10、11月金曜日(上記共通設定除外日に追加)

Aプラン Bプラン Cプラン
プラン

一室利用

4名

3名

2名

 

  



   

    

 

  

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

群馬県伊香保温泉  

如如
じ ょ

心心
しん

のの里里    ひひびびきき野野  
 館内各所の除菌・衛生を徹底し、快適にお過ごし頂けます様 

   社員一同精一杯のおもてなしを心掛け、ご来館を心よりお待ち申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 
ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 
日程 コース 食事 

1 自宅又は前泊箇所―→自由行動(お客様ご負担)―→群馬県伊香保温泉如心の里ひびき野(泊) 夕食 

2 ホテル―――――――→自由行動(お客様ご負担)―――――――――→自宅又は後泊箇所 朝食 

■食事   夕食 和会席膳 お食事場所：和ダイニング・宴会場(8 名様以上・要事前予約)、個室食事処(お 1 人様+3,300 円(税込)) 

朝食 和定食  お食事場所：和ダイニング 

 ■お部屋 和室 10 畳 バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 関越自動車道 渋川伊香保 IC より約 20 分 

         電車 JR 大宮駅より特急又は新幹線・上越線で渋川駅下車、伊香保温泉行路線バスにて「見晴下バス停」下車徒歩 10 分 

   

 

  

 

 

 

 

   ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

                                         

                             

    

  

■温泉：大浴場(加温・循環) 露天風呂(かけ流し)  ■泉質：大浴場(メタケイ酸泉) 露天風呂(低張性中性泉) 

■効能：大浴場(疲労回復・健康増進、等) 露天風呂(切り傷・抹消循環障害・冷え性、等)  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)   ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

チェックイン   15:00〜 

チェックアウト 〜10:00 

スタンダードプラン(A)夕食

例 

グレードアッププラン(B)夕食

例 

  

 

 

30分2,200円(税込) 

 当日フロントにて受付(事前予約不可) 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 18,500 22,000
(こどもA) (12,950) (15,400) ●グレードアッププランはスタンダードプランと料理内容が変更となります。詳細はお問い合わせください。

(こどもB) (9,250) (11,000)

おとな 20,000 23,500 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (14,450) (16,900) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (10,750) (12,500) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

おとな 22,000 25,500 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (22,000) (25,500) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (22,000) (25,500) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

スタンダード(A) グレードアップ(B)
●設定除外日：土曜、休前日、7/22～7/24、8/11～8/15、12/28～1/3一室利用

4名

3名

2名

プラン



   

    

 

 

   

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

栃木県湯西川温泉  

彩彩りり湯湯かかししきき    花花とと華華  
貸切露天風呂を始め男女合わせて 11 ヶ所の 

お風呂をお楽しみください 

    

    

    

    

    

  

 

★おとな旅行代金で宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

日程 コース 食事 

1 自宅又は前泊箇所―→自由行動(お客様ご負担)―→栃木県湯西川温泉花と華(泊) 夕食 

2 ホテル―――――→自由行動(お客様ご負担)――――――→自宅又は後泊箇所 朝食 

■食事   夕食 平家お狩場焼き又は和会席  お食事場所：お食事処(個室有+3,300 円(税込))又は宴会場(15 名様以上・要事前予約) 

朝食 和食膳  お食事場所：お食事処 

 ■お部屋 和室 10 畳～(宿おまかせ) バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 日光宇都宮道路 今市 I．C より約 45 ㎞(約 60 分) 

         電車  野岩鉄道湯西川温泉駅より路線バス 12 ㎞(約 18 分)、送迎有・湯西川温泉駅 14：50 発(25 名様迄)要予約  

 

  

 

 

 

 

    ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

   

                            チェックイン時に申し込み 

45 分3,300 円(税込) 

    

  

■温泉：大浴場－循環かけ流し併用、露天風呂－かけ流し  ■泉質：アルカリ性単純泉  ■効能：神経痛・関節痛・リュウマチ・疲労回復・美肌効果、他  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)   ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

チェックイン   15:00〜 

チェックアウト 〜10:00 

 

 

 

 

  

 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 15,000 18,500 22,000
(こどもA) (10,500) (12,950) (15,400)

(こどもB) (7,500) (9,250) (11,000) ●グレードアッププラン(B)・(C)は基本プラン(A）から料理内容等がグレードアップとなります。(詳細はお問い合わせ下さい）

おとな 16,500 20,000 23,500 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (12,000) (14,450) (16,900) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (9,000) (10,750) (12,500) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

おとな 18,500 22,000 25,500 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (18,500) (22,000) (25,500) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (18,500) (22,000) (25,500) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

4名
　　　　　　  ※Aのみ：10/10～11/7の日曜日(上記共通設定除外日に追加)

3名

2名

プラン
基本プラン

(Ａ)

グレードアップ

プラン(Ｂ)

グレードアップ

プラン(Ｃ) ●設定除外日：※A・B・C共通：土曜、休前日、8/7～8/15、12/29～1/3
一室利用



   

     

 

 

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

静岡県伊豆・熱川温泉 高台から海を望む絶景の宿 

粋粋  光光--SSUUIIKKOO--  
伊豆大島を望む全室オーシャンビュー。 

      伊豆近海の地魚を中心とし、旬のものを取り入れたお料理でおもてなし致します 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 18,500 20,700 ●グレードアッププランはスタンダードプランと料理内容が変更となります。詳細はお問い合わせください。

(こどもA) (12,950) (15,150)

(こどもB) (9,250) (11,450) ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

おとな 20,000 22,200 ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもA) (14,450) (16,650) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

(こどもB) (10,750) (12,950) 　　　　　※0～1歳無料、2歳施設使用料として2,750円(諸税込)現地フロントにてお支払い下さい。

おとな 22,000 24,200 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (22,000) (24,200) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (22,000) (24,200) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

スタンダード(A) グレードアップ(B) ●設定除外日：土曜、休前日、夏季(8/7～8/22)、年末年始(12/28～1/3)
一室利用

4名

3名

2名

プラン

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

コース 食事 

自宅又は前泊箇所→自由行動(お客様ご負担)→静岡県熱川温泉粋光(泊)→自由行動(お客様ご負担)→自宅又は後泊箇所 夕食・朝食 

■食事   夕食 ちょっとおしゃれな磯会席料理  お食事場所：お食事処又は宴会場(6 名様以上・要事前予約)   

朝食 和食 お食事場所：お食事処 

 ■お部屋 和室 11 畳～ バス・トイレ付 

 ■チェックイン 14：30～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 東名高速自動車道 厚木 I．C より約 120 分 

         電車  東京駅より新幹線利用約 120 分又は踊り子号利用約 130 分、伊豆熱川駅から徒歩約 10 分(送迎有) 

   

 

  

 

 

 

 

    ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

                      

予約不要60 分2,200 円(税込) 

   

 

 ■温泉：源泉かけ流し(一部循環)、温度調整の為の加水有  ■泉質：塩化物泉  ■効能：神経痛・リュウマチ・打撲・創傷、他  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)  ■最少催行人員 ４名様(お申し込みは４名様以上となります) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

 

スタンダードプラン(A)夕食

例 

グレードアッププラン(B)夕食

例 

 

  

 

 

チェックイン   14:30〜 

チェックアウト 〜10:00 



   

      

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

静岡県浜名湖かんざんじ温泉  

時時わわすすれれ    開開華華亭亭  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼 

 

 

★おとな旅行代金で宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様1,000円分≫プレゼント!!(売店・コーヒーコーナーのみ利用可) 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

日程 コース 食事 

1 自宅又は前泊箇所―→自由行動(お客様ご負担)―→静岡県浜名湖かんざんじ温泉時わすれ開華亭(泊) 夕食 

2 ホテル―――――――――→自由行動(お客様ご負担)――――――――――→自宅又は後泊箇所 朝食 

■食事   夕食 和食会席  お食事場所：お食事処又は宴会場(8 名様以上・要事前予約) 

朝食 和定食   お食事場所：お食事処 

 ■お部屋 和室 10～12 畳 バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 東名高速道路 舘山寺スマート IC より約 5 分 

         電車 JR 東京駅より東海道新幹線で浜松駅下車、舘山寺温泉行路線バスにて「浜名湖パルパル」下車徒歩約 1 分  

   

 

  

 

 

 

 

    

                                         

                             

    

  

■温泉：循環・加水・加温  ■泉質：塩化ナトリウム泉 

■効能：リウマチ・神経痛・筋肉痛・冷え性、等 

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)   ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

チェックイン   15:00〜 

チェックアウト 〜10:00 

  

 

 

  

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 18,500 22,000
(こどもA) (12,950) (15,400)

(こどもB) (9,250) (11,000) ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

おとな 20,000 23,500 ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもA) (14,450) (16,900) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

(こどもB) (10,750) (12,500) 　　　　　※0～1歳無料、2歳施設使用料として3,300円(諸税込)現地フロントにてお支払い下さい。

おとな 22,000 25,500 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (22,000) (25,500) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (22,000) (25,500) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

3名

2名

プラン
基本(平日)
プラン(Ａ)

休前日
プラン(B)

一室利用
●設定除外日：8/6～8/22、11月12月の金・土曜日、12/27～1/3

4名



   

    

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

山梨県石和温泉  

華華ややぎぎのの章章    慶慶  山山  

 

 

 

 

 

 

 

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 
ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

日程 コース 食事 

1 自宅又は前泊箇所――→自由行動(お客様ご負担)――→山梨県石和温泉慶山(泊) 夕食 

2 ホテル―――――→自由行動(お客様ご負担)――――――→自宅又は後泊箇所 朝食 

■食事   夕食 和会席  お食事場所：広間・個室・部屋・宴会場(7 名様以上・要事前予約) 

朝食 バイキング  お食事場所：レストラン  

 ■お部屋 和室 10 畳(館指定なし) バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 中央自動車道 一宮御坂 I．C より約 10 分 

         電車  JR 新宿駅より中央本線特急で約 90 分、JR 石和温泉駅より徒歩約 5 分（送迎有・要予約）  

   

 

  

 

  

 

 

 

    ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

 

 

    

 

 ■温泉：源泉かけ流し(加温)  ■泉質：アルカリ性単純温泉  ■効能：神経痛・筋肉痛・関節痛等  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)   ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

チェックイン   15:00〜 

チェックアウト 〜10:00 

Aプラン夕食例 Bプラン夕食例 

   

 

    

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 12,500 15,000
(こどもA) (8,750) (10,500) ●AプランとBプランでは料理内容が異なります。

(こどもB) (6,250) (7,500)

おとな 14,000 16,500 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (10,250) (12,000) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (7,750) (9,000) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

おとな 16,000 18,500 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (16,000) (18,500) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (16,000) (18,500) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

3名

2名

プラン

Aプラン Bプラン

●設定除外日：土曜、休前日、7/22～7/24、8/7～8/16、12/28～1/3
一室利用

4名



   

    

AIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

山梨県石和温泉  

華華ややぎぎのの章章    甲甲斐斐路路  

 

 

 

 

 

 

 

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

日程 コース 食事 

1 自宅又は前泊箇所―→自由行動(お客様ご負担)――→山梨県石和温泉甲斐路(泊) 夕食 

2 ホテル―――――→自由行動(お客様ご負担)――――――→自宅又は後泊箇所 朝食 

■食事   夕食 和会席  お食事場所：食事処又は宴会場(7 名様以上・要事前予約) 

朝食 和定食  お食事場所：食事処又は宴会場(７名様以上・要事前予約)  

 ■お部屋 和室 10 畳(館指定なし) バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 中央自動車道 一宮御坂 I．C より約 10 分 

         電車  JR 新宿駅より中央本線特急で約 90 分、JR 石和温泉駅よりタクシーで約 5 分（送迎有・要予約） 

   

 

  

 

  

 

 

 

    ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

 

 

    

 

 ■温泉：源泉かけ流し(加温)  ■泉質：アルカリ性単純温泉  ■効能：神経痛・筋肉痛・関節痛等  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)   ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

チェックイン   15:00〜 

チェックアウト 〜10:00 

Aプラン夕食例 Bプラン夕食例 

   

 

    

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 12,500 15,000
(こどもA) (8,750) (10,500) ●AプランとBプランでは料理内容が異なります。

(こどもB) (6,250) (7,500)

おとな 14,000 16,500 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (10,250) (12,000) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (7,750) (9,000) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

おとな 16,000 18,500 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (16,000) (18,500) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (16,000) (18,500) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

●設定除外日：A・B共通：土曜、休前日、7/22～7/24、8/7～8/16、12/28～1/3

4名

3名

2名

プラン

Aプラン Bプラン
一室利用



   

      

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

山梨県石和温泉  

石石和和常常磐磐ホホテテルル  
      和 心 あ ふ れ る 空 間 で 心 に 残 る ひ と と き を 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

コース 食事 

自宅又は前泊箇所―→自由行動(お客様ご負担)―→石和常磐ホテル(泊)―→自由行動(お客様ご負担)―→自宅又は後泊箇所 夕食・朝食 

■食事   夕食 和会席  お食事場所：レストラン 

朝食 和定食  お食事場所：レストラン  

※宴会場のご利用は 15 名様以上、要事前予約   

 ■お部屋 和室 10 畳 バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～11：00 

 ■交通アクセス  お車 中央自動車道 一宮御坂 I．C より約 5 分 

         電車  JR 新宿駅より中央本線特急で約 90 分、JR 石和温泉駅より徒歩約 25 分（最寄駅から送迎有・要予約） 
 

 

  

 

 

 

 

   ★ご夕食は甲州牛のステーキ・しゃぶしゃぶ・にぎり寿司に 

生本まぐろの季節替りの豊月膳で甲州牛をご堪能下さい★ 

※夕食の写真・内容は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

                      

 

   

 

 ■温泉：源泉かけ流し、温度調整の為の加水・加温有、衛生管理の為循環ろ過装置を使用  ■泉質：アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉)  

■効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・疾病回復・疲労回復 

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)   ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 18,500 21,800
(こどもA) (12,950) (16,250)

(こどもB) (9,250) (12,550)

おとな 20,000 23,300 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (14,450) (17,750) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (10,750) (14,050) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無　※施設使用料として1,100円(諸税込)現地フロントにてお支払い下さい。

おとな 22,000 25,300 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (22,000) (25,300) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (22,000) (25,300) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

3名

2名

プラン
基本(平日)

プラン(A)

休前日

プラン(B)
●設定除外日：土曜、夏季（7/22～8/22）、年末年始(12/25～1/3)

一室利用

4名



   

     

 

  

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

千葉県一宮温泉南九十九里海岸沿いのリゾートホテル 

ホホテテルル一一宮宮シシーーササイイドドオオーーツツカカ  
東京五輪サーフィン会場「釣ヶ崎海岸」のすぐ近く 

  年間を通じて比較的温暖な地域でゴルフ・テニス・ 

グラウンドゴルフ等のスポーツ施設もご案内いたします 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 18,500

(こどもA) (12,950)

(こどもB) (9,250)

おとな 20,000 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (14,450) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (10,750) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

おとな 22,000 ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (22,000) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (22,000) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

3名

2名

旅行代金
一室利用

4名
●設定除外日：土曜、休前日、夏季繁忙期、年末年始(12/30～1/3)

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

コース 食事 

自宅又は前泊箇所→自由行動(お客様ご負担)→千葉県一宮温泉ホテル一宮シーサイドオーツカ(泊)→自由行動(お客様ご負担)→自宅又は後泊箇所 夕食・朝食 

■食事   夕食 和洋創作会席料理  お食事場所：レストラン「しおさい」又は宴会場(8 名様以上・要事前予約・畳に椅子テーブルも可) 

朝食 和洋バイキング(和定食の場合も有)  お食事場所：レストラン「しおさい」 

 ■お部屋 和室 10 畳(洋室・和洋室等も有、応相談)  バス・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～11：00 

 ■交通アクセス  お車 ①外環道～京葉道～東金有料道路～国道 126 号線～東金九十九里有料～県道 30 号線 

②アクアライン～圏央道～茂原長南ＩＣ～国道 409 号線～国道 128 号線～県道 30 号線 

         電車  JR 東京駅より特急わかしお号で約 60 分、JR 外房線上総一宮駅よりタクシー約 7 分(最寄駅西口から送迎有・要予約) 

 

  

 

 

 

 

   ※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。 

                       

無料・予約不要(当日、順に受付ご案内) 

沸かし湯(温泉ではありません)・３ヶ所有 

   

 

 ■温泉：天然温泉(加温有)  ■泉質：ナトリウム塩化物強塩温泉  ■効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・ぜんそく・アトピー性皮膚炎・他  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)  ■最少催行人員 ４名様(お申し込みは４名様以上となります) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

 

 

  

 

 



   

     

 

 

※洋室のみ 

 

 

 

SAIRYO がおすすめする得得々々
と く と く

のの宿宿                   ４名様からのグループ企画です。 

 

埼玉県越生温泉  

ニニュューーササンンピピアア埼埼玉玉おおごごせせ  
敷地内に体育館、テニスコート、ゴルフ練習場、 

BBQ 場、キャンプ場、散策路があり、健康的にお過ごし 

いただいた後には、美味しいお食事と天然温泉をお楽しみください 

 

 

 

 

 

 

 

 

★おとな旅行代金でご宿泊のお客様には≪館内利用券お一人様 1,000 円分≫プレゼント!! 

ご利用可能日（設定期間）令和 3 年 6 月 21 日～令和 4 年 4 月 27 日宿泊分まで(上記の設定除外日を除く) 

■ 行程表 ☆フリープランに付き、旅行代金に、往復の交通費は含まれていません。又、JR 等の交通手段のお手配はお客様ご自身でお願いします。 

コース 食事 

自宅又は前泊箇所ー→自由行動(お客様ご負担)ー→埼玉県越生温泉ニューサンピア埼玉おごせ(泊)ー→自由行動(お客様ご負担)ー→自宅又は後泊箇所 夕食・朝食 

■食事   夕食 和会席    お食事場所：レストラン又は宴会場(5 名様以上・要事前予約) 

朝食 バイキング  お食事場所：レストラン  

 ■お部屋 和室 8～10 畳 バス無・トイレ付 

 ■チェックイン 15：00～  ■チェックアウト ～10：00 

 ■交通アクセス  お車 関越自動車道 坂戸西スマート IC(ETC 車載車のみ)より約 30 分、(非 ETC 車載車は鶴ヶ島 IC 下車) 

         電車  東武越生線又は JR 八高線越生駅より路線バス又はタクシーで約 10 分（送迎有〈10 名様以上〉要予約） 

   

  

  

 

 

 

     

                        

予約不要・無料 

 

     

     

                                            

                                                  

 ■温泉：加温・循環有  ■泉質：強アルカリ泉(ｐＨ10.3)  ■効能：一般的適応症、美肌効果、胃腸機能を整える、疲労回復  

■添乗員 同行しません(両日共フリープランとなります)   ■最少催行人員 4 名様 (お申し込みは 4 名様以上となります。) 

 ※施設の情報については令和3年5月6日時点の情報となっております。施設の都合により変更になる場合がございます。 

Aプラン夕食例(7/31まで) Bプラン夕食例(7/31まで) 

 

 

 

  

※夕食の写真は一例であり、仕入れ状況や季節により変更になる場合がございます。(8月～メニュー変更) 

※日帰り入浴施設『梅の湯』のみ温泉となります。宿泊者利用料無料 

●旅行代金：お1人様1泊夕・朝食付(諸税込、単位:円)

おとな 15,000 18,500 ★グレードアッププラン：和室ツインお1人様+2,200円(税込)、和洋室お1人様+3,300円(税込)

(こどもA) (10,500) (12,950) 　　　　　　　　　　 (料理内容変更有、詳細はお問い合わせ下さい)

(こどもB) (7,500) (9,250) ●AプランとBプランでは料理内容が異なります。

おとな 16,500 20,000 ●こどもA：小学生(6歳以上12歳以下)ーおとなに準じた食事・寝具付

(こどもA) (12,000) (14,450) ●こどもB：未就学児(3歳以上6歳未満)ーお子様向け食事・寝具付

(こどもB) (9,000) (10,750) ●こどもC：乳幼児(3歳未満)ー食事無・寝具無

おとな 18,500  22,000  ●こども旅行代金のみの宿泊不可。1室の中におとな旅行代金1名分は必要となります。

(こどもA) (18,500) (22,000) ●館内利用券はおとな旅行代金のみ付きます。こども旅行代金には付きません。(但し、おとな旅行代金と同料金で宿泊時除く)

(こどもB) (18,500) (22,000) 　※館内利用券は各宿泊施設により利用できる館内施設が異なります。詳しくはフロントでお尋ねください。

●設定除外日：休前日、夏季(7/17～8/31)、年末年始(12/31～1/2)
一室利用

4名

3名

2名

プラン

Ａプラン Bプラン


