
 ◯人の手が多く触れる場所は定期的に消毒し、またお客様や従業員が
 　すぐに使えるようにアルコール液を施設内の各所に設置します。
 ◯密な環境を作らぬよう、間隔や時間に配慮した空間を作り、定期的
 　な換気を実施します。
 ◯従業員はマスクを着用し、フロント等にはアクリル板を設置する等
 　お客様との距離を確保するよう努めます。
 ●お客様側に特定の症状があれば、お申し出にご協力ください。

★客室定員より ＜２名減＞ でご用意します。
★右記のガイドラインを守り ＜安心安全＞ に
　お過ごしいただけるように努めます。
（宿ごとの詳細な施策はお問い合わせください）

2020/07/10 更新

８名様〜

ゆったり宿泊プランゆったり宿泊プラン

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥12,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10/12 〜 11/15 は+¥3,000（備考）
¥5,000¥14,000

空の湯、山の湯、里の湯あわせて二十八の湯（ふたばのゆ）【夕食】 【朝食】宴会場（個室） バイキング（現在は和食）

　　　  ホテル双葉湯沢 最大
40 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥13,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

（備考）
¥4,000¥15,000

国内有数のラジウム温泉であり、新潟県内随一1000坪の大庭園風呂【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場 または 広間

　　　  風雅の宿 長生館村杉 最大
40 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥11,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10〜12月の休前日は +¥5,000（備考）
¥3,000※¥15,000

露天風呂は伊香保「黄金の湯」保温効果が高く体が芯から温まります！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

                  如心の里 ひびき野伊香保 最大
72 名

会議にも
オススメ

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥10,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

９月は▲¥1,000（連休除く）
11月は+¥1,000

（備考）
¥3,000¥15,000

駿河湾が目の前に広がる露天風呂。泉質も良くお肌つるつるすべすべ【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　　堂ケ島温泉ホテル堂ケ島 最大
200 名

●対象の期間は2020年７月１日〜１２月２５日まで（除外日
あり）ご利用前に必ずお問い合わせください。●料金は サ込,
税別,入湯税別の金額になります。 ●キャンセルの場合には宿
ごとに定める規定に則りキャンセル料が発生する場合がござい
ますので、なるべくお早めにご連絡ください。  ●飲み放題や
別注料理など各種プランもございます。どうぞお気軽にお問い
合わせください。

【東　京 支店】TEL: 03-5499-3100 Mail: atr-tyo-gd@jp.alps.com
【仙　台 支店】TEL: 022-211-0471 Mail: naoki.morozumi@jp.alps.com
【いわき 支店】TEL: 0246-36-6151 Mail: ryo.sato-2@jp.alps.com



 ◯人の手が多く触れる場所は定期的に消毒し、またお客様や従業員が
 　すぐに使えるようにアルコール液を施設内の各所に設置します。
 ◯密な環境を作らぬよう、間隔や時間に配慮した空間を作り、定期的
 　な換気を実施します。
 ◯従業員はマスクを着用し、フロント等にはアクリル板を設置する等
 　お客様との距離を確保するよう努めます。
 ●お客様側に特定の症状があれば、お申し出にご協力ください。

★客室定員より ＜２名減＞ でご用意します。
★右記のガイドラインを守り ＜安心安全＞ に
　お過ごしいただけるように努めます。
（宿ごとの詳細な施策はお問い合わせください）

2020/07/10 更新

８名様〜

ゆったり宿泊プランゆったり宿泊プラン

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥23,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10/17〜11/30は +¥1,000（備考）
¥8,000

鬼怒川のハイグレード旅館。湯上処ではビールなどサービス(18:00まで)【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　　 山 楽鬼怒川 最大
30 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥14,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10/01 〜 11/10 は+¥1,000（備考）
¥3,000¥15,000

唯一の黒磯温泉・露天風呂は庭園を頌えた落ち着きのある檜造り【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　  かんすい苑 覚楽那須黒磯 最大
25 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥11,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10/10〜11/22は +¥1,500（備考）
¥2,500¥12,000

日光の自然美をテーマとした露天風呂【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場またはレストラン

　　　  懐かし家 風和里日光 最大
40 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥14,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10/17〜11/08は +¥2,000-（備考）
¥2,000¥15,000

自家源泉100%の「温泉クアハウス」色々なお風呂で健康増進！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　　一 心 舘鬼怒川 最大
50 名

会議にも
オススメ

●対象の期間は2020年７月１日〜１２月２５日まで（除外日
あり）ご利用前に必ずお問い合わせください。●料金は サ込,
税別,入湯税別の金額になります。 ●キャンセルの場合には宿
ごとに定める規定に則りキャンセル料が発生する場合がござい
ますので、なるべくお早めにご連絡ください。  ●飲み放題や
別注料理など各種プランもございます。どうぞお気軽にお問い
合わせください。

【東　京 支店】TEL: 03-5499-3100 Mail: atr-tyo-gd@jp.alps.com
【仙　台 支店】TEL: 022-211-0471 Mail: naoki.morozumi@jp.alps.com
【いわき 支店】TEL: 0246-36-6151 Mail: ryo.sato-2@jp.alps.com



 ◯人の手が多く触れる場所は定期的に消毒し、またお客様や従業員が
 　すぐに使えるようにアルコール液を施設内の各所に設置します。
 ◯密な環境を作らぬよう、間隔や時間に配慮した空間を作り、定期的
 　な換気を実施します。
 ◯従業員はマスクを着用し、フロント等にはアクリル板を設置する等
 　お客様との距離を確保するよう努めます。
 ●お客様側に特定の症状があれば、お申し出にご協力ください。

★客室定員より ＜２名減＞ でご用意します。
★右記のガイドラインを守り ＜安心安全＞ に
　お過ごしいただけるように努めます。
（宿ごとの詳細な施策はお問い合わせください）

2020/07/10 更新

８名様〜

ゆったり宿泊プランゆったり宿泊プラン

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥14,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

12月は▲¥2,000（備考）
¥2,000¥16,000

対岸の眺めをのんびり楽しみながら かけ流しの温泉を楽しめます！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） バイキング（現在は和食）

　　　　吉 川 屋穴原 最大
100 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥12,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

（備考）
¥3,000¥15,000

地上25メートル、雄大な太平洋を見下ろす・見渡す、展望大浴場！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） バイキング予定

　　　　大洗ホテル大洗 最大
40 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥10,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10/15〜11/29 は +¥2,000-（備考）
¥4,000¥12,000

地域で最大級の大浴場「信玄」むき出しの岩肌が圧巻！ 貸切風呂もあり【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場またはバイキング

           ホテルふじ石 和 最大
150 名

会議にも
オススメ

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥10,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

8/08〜8/15は +¥,2000（備考）
¥3,000¥11,000

広々とした「湖上風呂」河口湖を眺めながら、ゆったりと温泉浴！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

           山 岸 旅 館河口湖 最大
100 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥13,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

8/01〜23, 11/01〜23 は +¥2,000
9/01〜10/31 は +¥1,000

（備考）
¥4,000¥14,000

「富士山桧露天風呂」富士の桧が香ります。【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 当面は宴会場（個室）

　　　　富士レークホテル河口湖 最大
100 名

会議にも
オススメ

●対象の期間は2020年７月１日〜１２月２５日まで（除外日
あり）ご利用前に必ずお問い合わせください。●料金は サ込,
税別,入湯税別の金額になります。 ●キャンセルの場合には宿
ごとに定める規定に則りキャンセル料が発生する場合がござい
ますので、なるべくお早めにご連絡ください。  ●飲み放題や
別注料理など各種プランもございます。どうぞお気軽にお問い
合わせください。

【東　京 支店】TEL: 03-5499-3100 Mail: atr-tyo-gd@jp.alps.com
【仙　台 支店】TEL: 022-211-0471 Mail: naoki.morozumi@jp.alps.com
【いわき 支店】TEL: 0246-36-6151 Mail: ryo.sato-2@jp.alps.com



 ◯人の手が多く触れる場所は定期的に消毒し、またお客様や従業員が
 　すぐに使えるようにアルコール液を施設内の各所に設置します。
 ◯密な環境を作らぬよう、間隔や時間に配慮した空間を作り、定期的
 　な換気を実施します。
 ◯従業員はマスクを着用し、フロント等にはアクリル板を設置する等
 　お客様との距離を確保するよう努めます。
 ●お客様側に特定の症状があれば、お申し出にご協力ください。

★客室定員より ＜２名減＞ でご用意します。
★右記のガイドラインを守り ＜安心安全＞ に
　お過ごしいただけるように努めます。
（宿ごとの詳細な施策はお問い合わせください）

2020/07/10 更新

８名様〜

ゆったり宿泊プランゆったり宿泊プラン

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥11,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10〜11月は +¥1,000　12月の金曜は休前日
料金

（備考）
¥3,000¥13,000

２つに分かれら湯船で、戸倉と上山田の源泉が同時に楽しめます！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

           遊子 千 曲 館戸倉上山田 最大
50 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥17,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

上記金額はオフシーズン料金です。
ご利用前にお問い合わせください。

（備考）
¥3,000¥18,000

硫黄が香る別所の湯　大浴場は2016リニューアル　飲泉もできます！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　　七草の湯別所 最大
60 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥15,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

10/15〜10/27は +¥3,000（備考）
¥3,000¥18,000

日本では珍しいエメラルド色に輝く温泉、秘湯の風情を楽しめる旅館【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　  ガーデンホテル焼岳焼岳 最大
40 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥12,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

（備考）
?¥15,000

一泊三湯十八ゆめぐり〜 趣の異なる三つの大浴場を 男女入れ替えにて【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　　ゆのくに天祥山代 最大
200 名

●対象の期間は2020年７月１日〜１２月２５日まで（除外日
あり）ご利用前に必ずお問い合わせください。●料金は サ込,
税別,入湯税別の金額になります。 ●キャンセルの場合には宿
ごとに定める規定に則りキャンセル料が発生する場合がござい
ますので、なるべくお早めにご連絡ください。  ●飲み放題や
別注料理など各種プランもございます。どうぞお気軽にお問い
合わせください。

【東　京 支店】TEL: 03-5499-3100 Mail: atr-tyo-gd@jp.alps.com
【仙　台 支店】TEL: 022-211-0471 Mail: naoki.morozumi@jp.alps.com
【いわき 支店】TEL: 0246-36-6151 Mail: ryo.sato-2@jp.alps.com



 ◯人の手が多く触れる場所は定期的に消毒し、またお客様や従業員が
 　すぐに使えるようにアルコール液を施設内の各所に設置します。
 ◯密な環境を作らぬよう、間隔や時間に配慮した空間を作り、定期的
 　な換気を実施します。
 ◯従業員はマスクを着用し、フロント等にはアクリル板を設置する等
 　お客様との距離を確保するよう努めます。
 ●お客様側に特定の症状があれば、お申し出にご協力ください。

★客室定員より ＜２名減＞ でご用意します。
★右記のガイドラインを守り ＜安心安全＞ に
　お過ごしいただけるように努めます。
（宿ごとの詳細な施策はお問い合わせください）

2020/07/10 更新

８名様〜

ゆったり宿泊プランゆったり宿泊プラン

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥12,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

8/08〜8/15は 除外（備考）
¥3,000¥13,000

湯殿は天然温泉美白泉の湯 湯けむりの先には三河湾の海原や小鳥の眺め【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 広間（2m以上確保）

　　　　ホテル三河 海陽閣三河三谷 最大
20 名

会議にも
オススメ

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥9,500【１泊２食料金】定員マイナス２条件

（備考）
¥3,000¥10,000

矢作川の移ろう四季を楽しみながら浸かる美肌の湯【夕食】 【朝食】個室または広間 個室または広間

　　　  紫翠閣とうふや笹戸 最大
40 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥16,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

8/01〜8/23 は除外日（備考）
¥5,000¥18,000

大浴場・露天風呂　風情あふれる鳥羽湾の眺めを楽しみながら♪【夕食】 【朝食】宴会場（個室） バイキング

           鳥羽グランドホテル鳥 羽 最大
50 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥18,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

11月は +¥1,000（備考）
¥4,000¥20,000

三名泉・三古泉に数えられる「金泉」を他にない濃さで堪能できます！【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

           有 馬 御 苑有 馬 最大
20 名

（マイナス３なら　　　　　 、 休前日増し　　　　　　）
¥16,000【１泊２食料金】定員マイナス２条件

（備考）
¥3,000¥18,000

日本書記にも登場する道後温泉　石と木の野趣に富んだ和の空間【夕食】 【朝食】宴会場（個室） 宴会場（個室）

　　　　道 後 舘道後 最大
50 名

●対象の期間は2020年７月１日〜１２月２５日まで（除外日
あり）ご利用前に必ずお問い合わせください。●料金は サ込,
税別,入湯税別の金額になります。 ●キャンセルの場合には宿
ごとに定める規定に則りキャンセル料が発生する場合がござい
ますので、なるべくお早めにご連絡ください。  ●飲み放題や
別注料理など各種プランもございます。どうぞお気軽にお問い
合わせください。

【東　京 支店】TEL: 03-5499-3100 Mail: atr-tyo-gd@jp.alps.com
【仙　台 支店】TEL: 022-211-0471 Mail: naoki.morozumi@jp.alps.com
【いわき 支店】TEL: 0246-36-6151 Mail: ryo.sato-2@jp.alps.com


