
〒250-0392 平日　 洋室２名　 　\16,500～ 富士屋ホテル・箱根ホテル

神奈川県足柄下郡箱根町 富士ビューホテル・甲府富士屋ホテル

　　　　　　　　　湯本256 ・サービス料、消費税、入湯税込み フルーツパーク富士屋ホテル

℡　０４６０－８５－６１１１ ＊ホテルごとの料金プランがあります。

　ご利用の前に必ずお問合せ下さい。

　

〒250-0631
神奈川県足柄下郡箱根町

仙石原１２４４－２
℡　０４６０－８４－８６２１ C期間（Ｓ・Ａ・Ｂを除く全日） \11,880

特定期間

〒250-0312
神奈川県足柄下郡箱根町

箱根パークス吉野 湯本茶屋１３９ー５
休・祭日

℡　０４６０－８５－８１１１ 小学生は70％・3才～5才は50％

   (12/31～1/2は3,240円増し）

ホテル南風荘 神奈川県足柄下郡箱根町

℡　0460-85-5505 ＊3才～5才　50％
\17,820～

12/31～1/2　　 　　　　\25,380～
〒250-0408

強羅アサヒホテル 神奈川県足柄下郡箱根町強羅

　　１３００-５９

℡　０４６０－８２－３５５５ ＊3才～6才(お子様料理）50％

〒250-0522

山のホテル 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80 ※山のﾎﾃﾙ　2015年4/20まで休館予定

(箱根ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ） ℡　０４６０－８３－６３２１ ※ご利用日、ご利用人数によりご宿泊

(ﾎﾃﾙはつはな） 　料金は異なりますので、詳細は各施設へ

www.odakyu-hotel.co.jp/yama-hotel/ 箱根路　開雲 　お問合せ下さい

〒419-0101 通年(下記期間を除く)　　￥8,820 1泊2食付　
富士箱根ランド 静岡県田方郡函南町桑原 5/3～5,8/9～12,8/16　 ￥11,970 消費税別・入湯税別
　スコーレプラザ 笛場１３５４ 8/13～15,12/30　 　 　￥12,420 基本/洋室4人用・3人用定員入室
　　　　　ホテル 現地　℡　055-985-2111 12/31～1/3　　  　　　￥14,670

〒413-8555 平日・休日（2～14名様） 消費税込み・入湯税\150別途

静岡県熱海市熱海１９９３-２５０

＊2才～5才 　大人料金の50％
０５５７－８２－５１５１ 　 \23,220～ ＊6才～12才　大人料金の70％

予約 ０３－３２７３－５１５１

〒413-0011 年末年始（４名様）

熱海市田原本町２－１９ 花火大会（４名様）

子供は70％

℡　０５５７－８１－５１８１ 団体１０名様より

〒406-0024
山梨県笛吹市

石和町川中島116 団体２０名様より

℡　０５５－２６３－４４５５ 特別日　年末年始（３名様）

富 士 屋 ホ テ ル
チ ェ ー ン

ホテル花月園

-小田急リゾーツ-

《熱海地区》

ホ テ ル
ニ ュ ー ア カ オ

住　　　　　所 協　定　料　金 備　　　　　　考

【湯本富士屋ホテル】  １泊２食付 【富士屋ホテルチェーン】

S期間(12/31～1/2）　　　　 　\25,920 定員及びルームタイプにより料金を変更

金曜日

《箱根地区》

旅　館　名

【１室３名以上】

A期間（5/3～5/5）            \18,360 する場合があります。

B期間（お問合せ下さい）　　 　\15,120 1泊2食付、入湯税別途　150円

      和洋室　４名　\16,500～

¥14,040 12/31～1/2　　　　　 \30,240

¥14,040 1/3　　　　　 　 　　\23,760

5/2～5/5　　　　 　　\17,280

平 日（月曜～木曜） ¥12,960 8/8～8/15　　　  　　\17,280

〒250-0312 平日（1室4名）　　　 　　　\10,260 入湯税別途　150円

金・休日　　　　　　　　\1,080プラス

土曜日、休前日 ¥16,200

大人１室２名様利用の場合、1,080円増し

平日（1室2名～3名）　　　　\11,340

特別期間　 　　　　　　　\19,980

(8/16・12/31～1/3)

＊小学生(お子様料理）　70％

　　　　湯本茶屋１７９ 休前日　　　　　　　　　\4,320プラス

平日 （和食コース） 　　￥10,800 入湯税別途　150円

＊6才～11才　70％
5/2～5・8/9～15・9/19～22・12/28～30・1/3

平日 休前日
山のﾎﾃﾙ \19,150～ 　\24,150～

休前日（和食コース）　　￥14,580

箱根ﾊｲﾗﾝﾄﾞ \17,150～ 　\23,150～

ﾎﾃﾙはつはな \21,150～ 　\26,150～

\14,200～ 　\18,800～

年末年始 12/29～1/3は除く

オンA  7/18～7/31　 8/18～8/29

2名1室利用は1名につき1,000円(税別)増

¥16,740

休前日・特定日 ¥19,980

¥29,550

休 前 日 （４名様） ¥19,050

オンB　5/2～5/5,8/1～8/17　　

平 日 （４名様） ¥15,900

¥28,620

\13,800～

《山梨地区》

平 日（３～４名様） ¥10,000

¥31,650

熱 海 聚 楽 ホ テ ル
平 日 （２名様） ¥18,000

小学生は大人の70％

ホ テ ル 花 京
休 祭 日（３～４名様） ¥10,000 3～5才　50%

休 前 日（３～４名様） ¥15,000 \9,000～

¥25,000

（ロイヤルウィングの料金プランは別に有）

http://www.odakyu-hotel.co.jp/yama-hotel/


〒949-6101 特定日A　　\8,000～
   （5/1～5,7/24～8/11,8/16～23、9/19

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 　　～11/7,12/19～25、1/4～3/31）

  首都圏予約センター             1泊2食付は\2,000プラス

℡　 ０２５－７８４－１１１２ （2015年8/31～9/15　休館）
1泊2食付は\2,000プラス,C日程は\3,000プラス

（伊勢佐木町） 伊勢佐木町（平日）ツイン ※朝食付きは、1人1,436円(税別)プラス

横浜市中区長者町５－５３ 　　　　　（平日）シングル  （事前予約の場合は1,204円(税別)）

（桜木町）
横浜市中区桜木町1-101-1 桜木町（平日）ツイン ※禁煙ルーム有り
℡　０４５－２４３－７１００ 　　　（平日）シングル

（両ホテル共通） （1室料金　サ込・税別）

〒231-0023
横浜市中区山下町１６

℡　０４５－６６１－８１５１

〒238-0101 【一泊2食付　2名】

マホロバ 三浦市南下浦町上宮田3231 土曜日、 特定日B 7/19,9/20～22他

首都圏予約センター 　1泊2食付は\2,700プラス 入湯税別途　150円

℡　 ０１２０－０４６－８９１（フリーダイヤル）

土曜・休日の料金についてはお問合せ下さい

横浜 〒236-0006 ワンデーパス（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）
横浜市金沢区八景島
℡　０４５－７８８－９６３２

   施設割引利用券持参（組合事務局までご連絡ください）

新エプソン　 〒108-8611
東京都港区高輪　４－１０－３０

℡　０３－５４２１－１１１１

施設割引利用券持参（組合事務局までご連絡ください）
※　一時休館中　2015年夏リニューアルオープン予定

〒221-0835 旅行企画の案内
JTB(ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ) 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 国内個人旅行商品「ｴｰｽ」(添乗員付商品）

第６安田ビル６階 海外個人旅行商品「ﾙｯｸＪＴＢ」
℡　０４５－３１１－４８１１ 　　　　　　　２％　割引き

八景島シーパラダイス

　品川アクアスタジアム

　シニア(65才以上)　\3,600→\3,200

大人　\2,200→\2,100　
小･中学生　\1,200→\1,100
幼児　\700→\600

アクアリゾーツパス（水族館4施設パス）大人\3,000→\2,600

《三浦》

《レジャー施設》

　　コーポレートセールス）

（株式会社JTB

ホテル

ワ シ ン ト ン
ホ テ ル

【特定日を除く4/1～12/18】
スポーリア湯沢 日～金曜　\7,000　休前日　\9,000

《湯沢地区》

＊1泊朝食付

特定日C　　\17,000　（12/30～1/3）

《横浜地区》

\10,000～

\6,700～

　　　1920-1 入湯税別途　150円 特定日B　　 \12,000

   （8/12～15,12/26～29)

メ ル パ ル ク 横 浜 ・ドリンクランクアップ

\11,600～

\7,900～

婚礼利用者への割引 組合員及びその家族

・料理１０％ＯＦＦ

¥22,140

¥14,040 特定日D　12/31～1/3 ¥30,240

【一泊朝食付　2名】

平日（各特定日を除く） ¥8,640 特定日C 5/2～5/5,8/1,8/11～8/15他

特定日A 7/26～7/31,8/16～8/21他 ¥11,880

マインズ三浦 ※特定日C,Dは一泊2食付のみ

〒250-0631 平日　14,000～（プレー・カート代・

　　協定旅館、ゆめ倶楽部どちらかお得な方をお選び下さい。　

　小･中学生　\3,600→\3,200 (冬季期間　\3,000)

仙石ゴルフコース 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 　　　　　　　　　　　　昼食・税込み）

　　　　　　　　　１２３７

※　インターネットによるお申込の方が安くなる事もありますので充分ご留意下さい。

　幼児　\2,050→\1,800（冬季期間　\1,650）

※　別料金プランがある場合もありますのでご利用の前には必ずお問合せ下さい。
※　協定旅館のなかに、全国理容共済会ゆめ倶楽部でも指定宿泊施設となっているところがあります。　　

℡　０４６０－８４－８５１１

　大人　\5,050→\4,400　(冬季期間　\4,000）

※別館料金ﾌﾟﾗﾝ有

※　お申込み時に「神奈川県理容生活衛生同業組合」の組合員であることをお申し出ください


