年末年始プランのご案内（平成２６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

12/31～1/3
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
受付中
(スキー場)
網張スキー場

http://seionsou.com/

【繋温泉（単純硫黄泉）】

あこや会館
山形県

〒990-0023
山形県山形市松波2-8-1
TEL:023-642-1358

12/30～1/3
大人 9,800円
小人 4,800円

・おすすめ料理…山形牛ステーキ付き地産地消
中華会席
・サービス
…(年始)お雑煮、おとそ
受付中 ・初 詣
…護国神社
・その他
…蔵王温泉スキー場
※10名様より蔵王温泉スキー場ま
でバス送迎承ります。（要予約）

http://www2.jan.ne.jp/~akoya/

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

12/31～1/3
大人 14,400円から
小人
5,560円から

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
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

12/31～1/3
大人 18,500円から
小人 12,950円から
※12才以上は別途入湯税150円が
加算されます。
幼児は寝具、食事共に利用のない場

12/29～1/2
大人 10,000円
小人
8,000円

・おすすめ料理…年末年始特別料理をご用意
(年末)年越しそば
(年始)お雑煮
受付中 ・サービス
…餅つき（1/1、1/2の朝食時）
・初 詣
…飯坂八幡神社（徒歩5分）
中野不動尊(車で10分)
【飯坂温泉（源泉掛け流し）】
・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)
受付中
お楽しみ抽選会
・初 詣
…大洗磯前神社(徒歩3分)
【大洗温泉(ナトリウム塩化物泉)】
・おすすめ料理…(年始)お雑煮
・初 詣
…千葉神社(徒歩20分）
受付中

※ツインルーム2名利用の場合の料
金です。

http://www.viewhotels.co.jp/nanohana/

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

12/31～1/2
大人 16,300円から
小人 10,200円から

http://www.leport.jp/

富士桜荘
〒401-0301
山梨県 南都留郡富士河口湖町船津6662-10
TEL:0555-73-1231

12/31～1/3
大人 13,574円
小人
8,434円
※洋室ツインルーム定員利用の場合
の料金です。

・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)
・観 光
… 東京スカイツリー(地下鉄33分)
受付中
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）
・おすすめ料理…(朝食)おせち料理
(夕食)甲州『地産地消献立』
・サービス
…(年末)年越しそば、甘酒、みかん
浴場24時間開放
・初 詣
…富士浅間神社(1/1から1/4にかけ
て様々な行事を開催予定）
受付中
・コメント
…富士の麗の宿のおすすめは何と
言っても初日の出です。今年の
年末年始はぜひ富士桜荘にご宿
泊ください。

http://www.fujizakurasou.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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水仙荘
〒389-0806
福井県 丹生郡越前町岬平
TEL:0778-37-1585

12/30～1/3
大人 14,500円から
小人
7,800円から

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

※1室定員利用の場合の料金です。

http://www.suisenso.jp/

名月荘
〒389-0806
千曲市大字磯部1144-4
TEL:026-275-1309

【人工温泉※「光明石」を入れております。】

12/29～12/30
大人 8,347円から
小人 4,158円から
12/31～1/3
大人 12,861円から
小人
5,167円から

・おすすめ料理…お正月特別料理（12/31～1/3）
・サービス
…(年末)年越しそば
(年始)おせち料理、樽酒、甘酒
・初 詣
…善光寺(車で1時間）
別所北向観音(車で40分)
受付中
城泉山観音寺(車で10分)
(善光寺大本願別院)
武水別神社(車で10分）

http://www.meigetsusou.com/

【戸倉上山田温泉(単純泉）】

長野県

湖山荘
〒392-0027
諏訪市湖岸通り2-4-28
(間欠泉センター前)
TEL:0266-52-2163

12/29～12/30
大人 8,347円から
小人 4,158円から
12/31～1/3
大人 11,673円から
小人
5,167円から

・おすすめ料理…お正月特別料理（12/31～1/3）
・サービス
…臼で搗き立てのお餅、樽酒、甘酒
（12/31～1/3）
・初 詣
…諏訪大社秋宮(車で15分）
諏訪大社本宮(車で20分)
受付中
諏訪湖遊覧船乗場(徒歩5分)
※諏訪湖上初日の出遊覧船が運航
予定

http://www.kozansou.com/

【上諏訪温泉（源泉掛け流し）】

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10,000円から
小人 8,000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

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

12/31～1/3
大人 16,500円から
小人 10,300円から
※大人料金には、入湯税150円が
加算されています。

・おすすめ料理…年末年始特別料理
・サービス
…(年末)年越しそば
樽酒、ぜんざい(12/31～1/3)
・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
蒲郡」(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/

神湯館
〒541-0054
三重県 津市榊原町5079
TEL:059-252-0001

【三河三谷温泉】

12/30～1/3
大人 18,000円から
小人
9,800円から

・おすすめ料理…お正月特別料理
・サービス
…(年末)年越しそば
・初 詣
…伊勢神宮(車で約1時間、おかげ横
丁ほか)
三重県護国神社(車で約35分)
・温泉
…万葉の時代から愛される榊原温
泉、枕草子にもうたわれた名湯。
受付中
しっとりしたお湯は美肌効果抜群
です。
・その他
…射山神社元旦祭(1/1)(徒歩3分)

http://shintoukan.sakura.ne.jp/

【榊原温泉(アルカリ性単純泉)】

○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。
2／3

年末年始プランのご案内（平成２６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）

ﾎﾃﾙﾋﾟｱｻﾞびわ湖
〒520-0801
滋賀県 大津市におの浜1-1-20
ピアザ淡海内
TEL:077527-6333

12/31～1/2
大人 18,500円から
小人 12,150円から
※和室4名利用の場合の料金です。

予 約
受付日

料理・サービス等

・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)
・イベント
…もちつき大会（1/1）
受付中
ドールハウス展示(年末年始)
・初 詣
…近江神宮(車で10分)
建部大社(車で12分)
日吉大社(車で20分)

http://www.hotelpiazza.com/

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 18,000円から
小人 10,000円から

・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
(年始)餅つき
・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)
受付中
書初め(北野天満宮1/2)
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

12/31～1/3
大人 18,564円から
小人 10,248円から

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

http://www.zuihouen.net/

【有馬温泉】

12/31～1/3
年末年始特別料理プラン

ﾎﾃﾙ宍道湖
〒690-0048
島根県 松江市西嫁島2-10-16
TEL:0852-25-1155

・地産地消料理プラン
16,055円から

・調理長おすすめ会席料理プラン
12,199円から
・シングルルーム(素泊り)
5,775円から
・ＤＸシングル(素泊り)
6,237円から
http://www.hotel-shinjiko.com/index.html

・おすすめ料理…年末年始特別料理
・サービス
…(年末)年越しそば
・初詣
…出雲大社、八重垣神社、熊野大社
・その他
…年末年始特別料理プランの他にも
1泊朝食7,392円からご宿泊いただ
けます。(小学生以下は、大人料金
受付中
の半額となります。)

翠山荘
〒753-0056

山口県 山口市湯田温泉3-1-1

TEL083-922-3838

大人
小人

12/31～1/3
15,300円(一律)
7,800円(一律)

受付中

・おすすめ料理…年末年始特別料理
ふく料理
・サービス
…(年末)年越しそば
・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。)

http://www.suizanso.com/

ﾎﾃﾙﾚｶﾞﾛ福岡
〒812-0044

福岡県 福岡市博多区千代1-20-31

TEL:092-651-7611
http://hotel-regalo.com/

【湯田温泉(アルカリ泉)】

12/31～1/3
1泊朝食無料
ツインルーム
2名1室お1人様当り
8,031円から
シングルルーム
1名1室お1人様当り
9,677円から

・おすすめ料理…(朝食)お雑煮・おせち料理
・初 詣
…筥崎宮(1/3玉せせり)
(地下鉄10分または車で10分)
受付中

○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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