
部屋人数 朝食付宿泊代 はままつ元気たび お客様負担 バイシズオカ GoToトラベル

３名 11,700 -5,000 ¥6,700

２名 13,000 -5,000 ¥8,000

３名 14,600 -5,000 ¥9,600

２名 14,200 -5,000 ¥9,200

部屋人数 2食付宿泊代 はままつ元気たび お客様負担 バイシズオカ GoToトラベル

４名 12,150 -5,000 ¥7,150
３名 13,150 -5,000 ¥8,150
２名 14,150 -5,000 ¥9,150
４名 12,150 -5,000 ¥7,150
３名 13,150 -5,000 ¥8,150
２名 15,150 -5,000 ¥10,150
４名 15,150 -5,000 ¥10,150
３名 16,150 -5,000 ¥11,150
２名 18,150 -5,000 ¥13,150
４名 22,150 -5,000 ¥17,150
３名 23,150 -5,000 ¥18,150
２名 26,150 -5,000 ¥21,150

3/11現在

弊社枠ｷｬﾝｾﾙ待

→増枠や期間延長

の場合

予約後でも

併用可！

3/11現在

再開未定

→再開後は

予約後でも

併用可！
5/1・2・3・4

　ゴールデンウィークは、お早めにお申込み下さい！

「オークラアクトシティホテル浜松」

下記の併用割引は予約後でも適用できるので、混雑日は先に予約をおすすめします

浜松市民対象、大人子供同じ、連泊可、利用回数制限無　(取扱施設はお問合せ下さい)

「マイクロツーリズム はままつ元気たび」 地元旅行会社で受付中

3/8(月)～6/30(水) 浜松市内宿泊、ひとりあたり・宿泊料5000円(税別)以上に対し5000円割引

お部屋：スタンダードツイン(31㎡) 又はトリプル(35㎡)　※他ルームタイプはお問合せ下さい

朝食：6:30～10:00 和・洋バイキング　チェックイン15:00～・アウト～11:00

　静岡県の支援事業、静岡県民対象、県内宿泊ひとり5000円割引

※ひとりあたり料金(諸税込)　※大人・子供同料金、幼児添寝無料　※取消料１日前より　

宿泊日

[E]4/29・5/4

3/11現在

弊社枠は

ｷｬﾝｾﾙ待

↓

増枠や期間

延長の場合

予約後でも

併用可！

☆このチラシは、3/11現在の情報を基に作成しています。

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※お子様料金はお問合下さい　※取消料３日前より　

「THE HAMANAKO」(旧 浜名湖ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)

お部屋：洋室(最大4名)、和洋室・和室(最大5名)　チェックイン15:00～・アウト～11:00

夕食：[A]17:45～/19:45～和・洋・中レストラン [B~F]17:30～/19:30～バイキング　朝食：7:00～9:00バイキング

宿泊日

[F]5/1・2・3

[A]4/2～25の

金・日曜宿泊

「バイ・シズオカ～今こそしずおか！元気旅！！」(弊社枠キャンセル待、増枠申請中）

「GoToトラベルキャンペーン」国の支援事業、再会時期・内容未定

[B]4/3・10・17

・24・30・5/5

4/2～30の

金・土・日曜宿泊

3/11現在

再開時期

内容未定

↓

再開後は

予約後でも

併用可！

週末やゴールデンウィーク、家族や小グループ

国内旅行キャンペーン再開で近場宿泊プラン！

2021/3/11版

売切御免！



部屋人数 2食付宿泊代 はままつ元気たび お客様負担 バイシズオカ GoToトラベル

４名 14,450 -5,000 ¥9,450
３名 15,550 -5,000 ¥10,550
２名 16,650 -5,000 ¥11,650
４名 18,850 -5,000 ¥13,850
３名 19,950 -5,000 ¥14,950
２名 21,050 -5,000 ¥16,050
４名 21,050 -5,000 ¥16,050
３名 22,150 -5,000 ¥17,150
２名 23,250 -5,000 ¥18,250
４名 25,450 -5,000 ¥20,450
３名 26,550 -5,000 ¥21,550
２名 27,650 -5,000 ¥22,650

部屋人数 2食付宿泊代 はままつ元気たび お客様負担 バイシズオカ GoToトラベル

４名 14,450 -5,000 ¥9,450
３名 15,550 -5,000 ¥10,550
２名 16,650 -5,000 ¥11,650
４名 15,000 -5,000 ¥10,000
３名 16,100 -5,000 ¥11,100
２名 17,200 -5,000 ¥12,200
４名 16,650 -5,000 ¥11,650
３名 17,750 -5,000 ¥12,750
２名 18,850 -5,000 ¥13,850
４名 19,950 -5,000 ¥14,950
３名 21,050 -5,000 ¥16,050
２名 22,150 -5,000 ¥17,150
４名 24,350 -5,000 ¥19,350
３名 25,450 -5,000 ¥20,450
２名 27,650 -5,000 ¥22,650

 舘山寺温泉「ホテルウェルシーズン浜名湖」

夕食：17:00～／19:15～バイキング(追加料金で和食会席可)　朝食：7:00～9:00バイキング

4/2～25の

金・日曜宿泊

4/3～24の

土曜宿泊

4/29・30

3/11現在

再開時期

内容未定

↓

再開後は

予約後でも

併用可！

3/11現在

弊社枠は

ｷｬﾝｾﾙ待

↓

増枠や期間延

長の場合

予約後でも

併用可！

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※お子様料金はお問合下さい　※取消料３日前より　

お部屋：和室　チェックイン15:00～・アウト～10:00

 舘山寺温泉「時わすれ開華亭」

夕食：17:30～19:00頃より食事処等にて和食会席　朝食：7:30頃より食事処等にて和定食

宿泊日

5/1・2・3・4

お部屋：ガーデンコート（和洋室・和モダン・洋室）・スカイコート（和室）

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※お子様料金はお問合下さい　※取消料５日前より　

宿泊日

4/4・11・18・25

3/11現在

再開時期

内容未定

↓

再開後は

予約後でも

併用可！

4/9・16・23

5/1・2・3・4

4/2

4/3・10・17

・24・29・30

3/11現在

弊社枠は

ｷｬﾝｾﾙ待

↓

増枠や期間

延長の場合

予約後でも

併用可！

　レイクビュー（リニューアル和洋室・1,100円追加）チェックイン14:00～・アウト～10:00

☆この企画の問合せ・予約は「LINE公式アカウント」へ ☞☞☞

今後の国内旅行キャンペーン情報も速報でお知らせ致します。

☆ホームページでも、助成金の詳細や最新情報を発信しています。
ＬＩＮＥ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

上記ホテルは一例です。

他の施設も問合せ下さい


