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2019年度

調布市いやしとふれあいの旅事業

満65歳以上の方は、
宿泊費一泊につき￥2,000-の

助成が受けられます。

宿泊費助成宿泊費助成

￥2,000￥2,000

※画像はすべてイメージです。

1泊2食付

～癒しの温泉旅行～調布市民

一度は泊まってみたい憧
れの名湯を

お得な価格でご提供いた
します。

2019.4.1～9.31

487-1711042-

いわき湯本・五浦・つくば山・水上・昼神・伊香保
越後湯沢・草津・別所・蓼科・石和・舘山寺・焼津・伊豆湯河原
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食事 夕：和風会席膳　朝：和定食　　　※ともに会食場

部屋 和室/和洋室（トイレ付/新館バス付・本館バス無し）

部屋 和室（バス・トイレ付）

部屋 和室/和洋室（バス・トイレ付） IN 15：00 OUT 10：00

休日 9,870 9,870 9,150

休前日 12,870 12,870 12,150

除外日 4/27～5/5、8/10～8/15、12/29～1/4

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 9,870 9,870 9,150

群馬県／伊香保温泉 ホテルニュー伊香保
住所 群馬県渋川市伊香保町伊香保372-1

アクセス 上越道 渋川・伊香保IC～15分

旬の手作り料理と「白銀の湯」と「黄金の湯」が自慢の宿 最寄駅 上越線渋川駅～バス20分

4/27～5/5、8/9～8/15、8/21、12/28～1/4
食事 夕：バイキング　朝：バイキング　　　※ともに会食場

IN 15：00 OUT 10：00

シーズン割増 8・10・11月： ＋\1,080割増

10,950 12,030 13,110

金・休日 12,030 13,110 14,190

休前日 15,270 16,350 17,430

住所 山梨県笛吹市石和町川中島192

アクセス 中央道 一宮御坂IC～15分

趣の異なる湯めぐりを楽しめる豊富なお風呂＆露天風呂♨ 最寄駅 JR中央線石和温泉駅～タクシー5分

4名以上1室 3名1室 2名1室

IN 15：00 OUT 10：00

9,150 9,150 9,150

休日 9,150 9,150 9,150

休前日 12,150 12,150 12,150

山梨県／石和温泉 ホテル石庭

平日

除外日

山梨県／石和温泉 ホテルふじ

平日

除外日

住所 山梨県笛吹市石和町窪中島587

アクセス 中央道 一宮御坂IC～20分

富士山の見える展望露天風呂　夜景の美しい宿 最寄駅 JR中央線石和温泉駅～タクシー5分

4名以上1室 3名1室 2名1室

4/27～5/5、8/10～8/15、12/28～1/4、3連休以上
食事 夕：和会席　朝：和洋バイキング　　　※ともに会食場



（※朝食は和定食となる場合有り）

除外日
4/27～5/5、7/26～7/28、8/2・3、8/9～17、10/12～
11/02、12/21～1/4

部屋

食事 夕：和食膳　朝：バイキング　　　※ともに会食場

休前日 16,650 17,750 18,850

シーズン割増 1月～3月 土曜日・祝祭日前日　＋\12､100割増

さまざまな湯が楽しめ、食材にこだわった料理が楽しめる宿 最寄駅 越後湯沢駅～徒歩3分

食事 夕・朝：バイキングもしくは和会席　　　　※ともに会食場

IN 15：00 OUT 10：00部屋 和室/和洋室（バス・トイレ付）

金・休日 13,350 14,450 15,550

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 12,250 13,350 14,450

除外日
10/12～11/19
[平日]+ \2,160、[土]+ \6,480、[休日]+ \2,160食事 夕：和会席膳　朝：バイキング※　　　※ともに会食場

IN 14：00 OUT 10：00

新潟県／越後湯沢温泉 湯沢グランドホテル
住所 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2494

アクセス 上越道 越後湯沢IC～10分

金・休日
休前日 10,194 11,274 11,490

土曜日 12,894 13,974 14,190

シーズン割増 8・10・11月： ＋\1,080割増

貸切風呂や渓流露天風呂など大小16種の風呂で温泉三昧♨ 最寄駅 JR水上駅～タクシー3分

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 9,654 10,734 10,950

部屋 和室/洋室（一部バス・トイレ付） IN 15：00 OUT 10：00

群馬県／水上温泉 水上館
住所 群馬県利根郡みなかみ町小日向573

アクセス 関越道 水上IC～約7分

土曜日 16,350 17,430 18,510

休前日 ― ― ―

除外日
4/27～5/5、8/10～8/11、12/28～1/5、7/13・14、
9/21・22、10/12・13、11/2・3

掛け流されている湯畑源泉の名湯が自慢の宿 最寄駅 吾妻線 長野原草津口駅～バス25分

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 10,950 12,030 13,110

群馬県／草津温泉 喜びの宿　高松
住所 群馬県吾妻郡草津町草津312

アクセス 国道145号線長野原草津口～9km

和室/洋室/和洋室（バス・トイレ付）



食事 夕：和食会席　朝：和定食　　　※ともに会食場

部屋 和室/洋室/和洋室（バス・トイレ付） IN 15：00 OUT 10：00

土曜日 16,350 18,510 19,590

休前日 ― ― ―

除外日 4/27～5/5、7/28、8/10～8/18、12/28～1/4

全室浜名湖が望める、夕日が絶景な温泉旅館♨ 最寄駅 JR舘山寺温泉駅～タクシー20分

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 9,870 12,030 13,110

食事 夕：ブッフェ　朝：ブッフェ　　　※ともに会食場

部屋 和室/洋室/和洋室（一部バス・トイレ付） IN 15：00 OUT 10：00

静岡県／舘山寺温泉 時わすれ　開華亭
住所 静岡県浜松市舘山寺町412

アクセス 東名 浜松西IC～20分

金・休日 14,190 13,110 14,190

休前日 ― ― ―

除外日
土曜日、休祝前日、4/27～5/5、8月、12/26～1/5、
3/14～3/31

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 13,110 12,030 13,110

静岡県／焼津温泉 焼津グランドホテル
住所 静岡県焼津市浜当目1489

アクセス 東名 焼津IC～10分

富士山と駿河湾を望む掛け流しの天然温泉露天風呂♨ 最寄駅 JR焼津駅～送迎バス10分

除外日 4/27～5/5、8/10～8/15、12/28～1/4
食事 夕：和洋会席　朝：バイキング　　　※ともに会食場

部屋 和室（トイレ付・バス無し） IN 15：00 OUT 10：00

平日 11,880 12,960 14,580

金・休前日 12,960 14,040 15,660

土・休日 15,120 16,200 17,820

静岡県／伊豆湯河原温泉 ニューウェルシティ湯河原
住所 静岡県熱海市泉107

アクセス 東名 沼津IC～伊豆縦貫道経由 45分

相模の海と山に囲まれた湯河原の街に佇む温泉宿 最寄駅 JR湯河原駅～タクシー5分

4名以上1室 3名1室 2名1室



除外日
4/2～4、4/28～5/9、8/10～16、8/27～29、9/25～
10/06、10/10～14、12/28～1/5食事 夕：和食膳　朝：和食膳　　　※ともに会食場

部屋 和室/和洋室（バス・トイレ付） IN 15：00 OUT 10：00

休日 12,570 13,650 14,730

休前日 14,190 15,270 16,350

シーズン割増 10/1～11/30　＋\1,080割増

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 10,950 12,030 13,110

茨城県／五浦温泉 五浦観光ホテル 別館 大観荘
住所 茨城県北茨城市大津町722

アクセス 常磐道 北茨城IC～15分

白波が打ち寄せる太平洋を望む掛け流し絶景露天風呂♨ 最寄駅 常磐線・大津港駅～タクシー5分

除外日 4/27～5/5、8/10～8/15、12/28～1/4、3連休以上
食事 夕：和懐石・1ドリンク付　朝：和食膳　　　※ともに会食場

部屋 和室/和洋室（バス・トイレ付） IN 15：00 OUT 10：00

金曜日 13,110 14,190 15,270

休前日 14,190 15,270 16,350

パノラマ温泉と名峰筑波山の絶景！ 最寄駅 TXつくば駅～タクシー30分

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 12,030 13,110 14,190

茨城県／つくば山温泉 筑波山ホテル　青木屋
住所 茨城県つくば市筑波753-1

アクセス 常磐道 土浦北IC～30分

休日 9,870 10,950 12,030

福島県／いわき湯本温泉

部屋

除外日

舌鼓の宿　浜とく

休前日

12,030

10：0015：00 OUTIN

9,870 10,950 12,030

食事 夕：和膳　朝：和膳　　　※ともに会食場

土曜日、休祝前日、4/27～5/5、7/20～8/31、12/30
～1/3

最寄駅 JR常磐線湯本駅下車、タクシー10分

住所 福島県いわき市常磐藤原町蕨平32

アクセス 常磐道 いわき湯本IC～3分

近代和風、食事自慢の宿。黄金風呂や無料の貸切露天風呂も！

和室（バス・トイレ付）

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 9,870 10,950



4/27～5/5、8/3～18、9/14～10/31、12/30～1/4

（シーズン割引）

除外日

除外日

長野県／蓼科温泉 蓼科パークホテル
住所 長野県茅野市北山5522

アクセス 中央道 諏訪IC～30分

アルプス一望の展望露天風呂♨ 山と海の幸の囲炉裏バイキング最寄駅 JR茅野駅～バス30分/タクシー20分

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 8,950 10,050 11,150

休日 8,950 10,050 11,150

休前日 11,150 12,250 13,350

除外日 4/27～5/4、7/20～8/31、12/30～1/3
食事 夕：バイキング　朝：バイキング　　　※ともに会食場

部屋 和室/洋室（バス・トイレ付） IN 15：00 OUT 10：00

長野県／別所温泉 かわせみの宿
住所 長野県上田市別所温泉323

アクセス 上信越道 上田菅平IC～30分

休日 10,950 12,030 13,110

休前日 14,190 15,270 16,350

展望露天風呂から絶景が望める、山あいに建つ緑の中の一軒宿最寄駅 上田電鉄 別所線 別所温泉駅～徒歩15分

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 10,950 12,030 13,110

食事 夕：準会席膳　朝：和定食　　　※ともに会食場

部屋 和室（トイレ付・一部バス付） IN 15：00 OUT 10：00

本館　＋ \1,080割増、11/1～10　＋ \3,240割増
（1/6～2/29　－ \1,080割引）

シーズン割増

12,030 13,110

長野県／昼神温泉 湯多利の里　伊那華
住所 長野県下伊那郡阿智村智里503-294

アクセス 中央道 園原IC～10分、飯田山本IC～10分

豊富なメニューのバイキング、多種にわたる温泉が自慢の宿 最寄駅 JR飯田駅・天竜峡駅～バス・タクシー30分

休前日 14,190 15,270 16,350

4/27～5/5、8/3～31、12/28～1/3
食事 夕：バイキング　朝：バイキング　　　※ともに会食場

部屋 和室/和洋室（バス・トイレ付） IN 13：00 OUT 11：00

4名以上1室 3名1室 2名1室

平日 10,950 12,030 13,110

休日 10,950



042-487-1711調布市小島町2-45-7　調布南ビル2階

総合旅行業務取扱管理者　勝山　晶生

旅行企画・お申込み

東京都知事登録旅行業第2-2510号　（社）全国旅行業協会 正会員
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調布市に在住中の満65歳以上の方、障がいをお持ちの方生活保護を受けられている方などを対象に、宿泊費の助成制度があります。
さくらツーリスト（株）で予約後、「たづくり11階 スポーツ・保養施設インフォメーションコーナー」に必要な書類と、弊社の予約確認書
をご持参の上、申請してください。助成内容は１人当たり、大人（中学生以上）１泊２，０００円 小学生１泊１，０００円となります。
年間(4/1～翌3/31)２泊まで申請可能です。

たづくり11階 スポーツ保養施設インフォメーションコーナー／TEL： ０４２-481-７１42

集合場所・降車場所地図

約款 手配旅行契約の部(一部抜粋)

宿泊費助成制度


