
部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
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 15,550 -5,000 ¥10,550
３名 16,650 -5,000 ¥11,650
２名 17,750 -5,000 ¥12,750
４名 21,600 -5,000 ¥16,600
３名 22,700 -5,000 ¥17,700
２名 23,800 -5,000 ¥18,800

部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
４名 15,550 -5,000 ¥10,550
３名 16,650 -5,000 ¥11,650
２名 17,750 -5,000 ¥12,750
４名 21,050 -5,000 ¥16,050
３名 22,150 -5,000 ¥17,150
２名 23,250 -5,000 ¥18,250

部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
15,150 -5,000 ¥10,150
10,000 -5,000 ¥5,000

お部屋：和室

チェックイン15:00～・アウト～10:00

夕食：和食　朝食：和食　※小学生：大人の70％　幼児：大人の50％　　※取消料3日前より

宿泊日

9/3・10

宿泊日

※料金は全日以下の料金からのご案内となり、以下の料金は最安値です。

※ひとりあたり料金(諸税込)　※幼児料金はお問合下さい　※取消料２日前より

¥2000付！

月・木曜

土曜・休前日

舘山寺温泉「時わすれ開華亭」

※休館日：8/30・31

日・金曜

9/2・9/4-9・9/11-13

9/15・16・20・22・26・29・30

¥2000付！

奥浜名湖「ホテルハーヴェスト浜名湖」
お部屋：洋室、和洋室　チェックイン15:00～・アウト～11:00

☆取扱宿泊施設の一部を抜粋した料金表です。さらに詳しくは「太陽観光ホームページ」へ

お問合せ・ご予約は「LINE公式アカウント」でいつでも受付中 ＆ お得情報も速報で配信中！

「今こそ しずおか元気旅」 8/26受付開始　9/1（木）～9/30（金）宿泊

　静岡県内認証施設の宿泊に対し、利用回数・連泊条件なし

お部屋：ガーデンコート（和洋室・和モダン・洋室）

舘山寺温泉「ホテルウェルシーズン浜名湖」

　「宿泊割引」＋観光施設や土産物店等で使える「地域クーポン」付き

　①宿泊料10000円(税込)以上には、5000円割引＋2000円分 地域クーポン

　②宿泊料4000～9999円(税込)には、2000円割引＋1000円分 地域クーポン

　ワクチン検査パッケージ必要(3回目接種証明書 又は陰性検査結果)

　静岡県民 山梨、長野、神奈川、愛知、新潟、富山、石川、福井、岐阜、三重の県民

　　　　スカイコート（和モダン・1,100円追加）チェックイン14:00～・アウト～10:00

宿泊施設や

お土産店、

観光施設等

で使える！

１人１泊に

¥2000付！

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

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※小学生は大人の70%　幼児料金はお問合下さい　※取消料５日前より

宿泊日

同日程・4～12歳お子様
9/1-9/30

2～4名

夕食：バイキング　朝食：バイキング　8/6～14会員優先

リニューアルされ、

7/1から温泉に！！！

おなじみ舘山寺温泉のんびり湯めぐり

お気軽に近場の浜名湖で

浜名湖一望の絶景

「今こそしずおか元気旅」9/31まで延長！

みんなで楽しむ、初秋のお得な県内旅行！！

2022/8/31版

LINE ホームページ



部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
４名 11,150 -5,000 ¥6,150
３名 12,150 -5,000 ¥7,150
２名 13,150 -5,000 ¥8,150
４名 10,150 -5,000 ¥5,150
３名 11,150 -5,000 ¥6,150
２名 12,150 -5,000 ¥7,150
４名 13,150 -5,000 ¥8,150
３名 15,150 -5,000 ¥10,150
２名 16,150 -5,000 ¥11,150
４名 18,150 -5,000 ¥13,150
３名 19,150 -5,000 ¥14,150
２名 21,150 -5,000 ¥16,150

部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
４名 23,100 -5,000 ¥18,100
３名 23,100 -5,000 ¥18,100
２名 25,300 -5,000 ¥20,300
４名 26,400 -5,000 ¥21,400
３名 27,500 -5,000 ¥22,500
２名 29,700 -5,000 ¥24,700
４名 29,700 -5,000 ¥24,700
３名 30,800 -5,000 ¥25,800
２名 33,000 -5,000 ¥28,000
４名 34,100 -5,000 ¥29,100
３名 35,200 -5,000 ¥30,200
２名 37,400 -5,000 ¥32,400

部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
３～5名和室 15,650 -5,000 ¥10,650
３名洋室 14,650 -5,000 ¥9,650

２名和・洋室 16,650 -5,000 ¥11,650

夕食：レストランにてビュッフェ(追加料金で懐石コース有)　朝食：ビュッフェ

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※小学生\8000、4歳以上未就学児\4000、3歳以下無料　※取消料７日前より

宿泊日

チェックイン15:00～・アウト～10:00

浜名湖畔「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

9/3・10

9/17・18・23・24

※子供も人数にカウントされます。※取消料３日前より

焼津黒潮温泉「焼津グランドホテル」
お部屋：和洋室

夕食：バイキング17:30～/19:30～　１部日程コース料理のみ17：45～/19：45～　朝食：バイキング7:00～9:00

宿泊日

宿泊施設や

お土産店、

観光施設等

で使える！

１人１泊に

¥2000付！

9/2・4・9・11・16

19・22・25・30

夕食：バイキング　朝食：バイキング

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※小学生は大人の70%　３～５歳は大人の50％　１～２歳は2200円　※取消料5日前より

宿泊日

（バイキング）

9/2・4・9・11・16・25

（バイキング）

9/17・18・23・24

（バイキング）

9/3・10・19

（和洋中）

9/1・9/5-8・9/12-15

9/20-22・9/26-30
宿泊施設や

お土産店、

観光施設等

で使える！

１人１泊に

¥2000付！

9/1・9/5-8・9/12-15

9/20・21・9/26-29

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※小人は大人の70%　３歳以上幼児は大人の50％　詳細幼児料金はお問合下さい。　

富士山麓・田貫湖畔「休暇村富士」
お部屋：洋室又は和室　チェックイン15:00～・アウト～10:00

¥2000付！
9/1・2・9/5-8・9/11-15

9/19-22・9/26-30

近場リゾート満喫

広々館内と温泉

雄大な富士山を望む、絶景の特等席

田貫湖と豊かな森に囲まれた宿

オールインクルーシブで

料金を気にせず全て楽しめる！



部屋人数 朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
２名 12,700 -5,000 ¥7,700
３名 11,700 -5,000 ¥6,700
２名 14,200 -5,000 ¥9,200
３名 13,200 -5,000 ¥8,200
２名 19,200 -5,000 ¥14,200
３名 18,200 -5,000 ¥13,200
２名 15,700 -5,000 ¥10,700
３名 14,700 -5,000 ¥9,700
２名 17,200 -5,000 ¥12,200
３名 16,200 -5,000 ¥11,200

部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン

４名 15,550 -5,000 ¥10,550
３名 16,650 -5,000 ¥11,650
２名 18,850 -5,000 ¥13,850
４名 16,100 -5,000 ¥11,100
３名 17,200 -5,000 ¥12,200
２名 19,400 -5,000 ¥14,400
４名 22,150 -5,000 ¥17,150
３名 23,250 -5,000 ¥18,250
２名 25,450 -5,000 ¥20,450
４名 25,450 -5,000 ¥20,450
３名 26,550 -5,000 ¥21,550
２名 28,750 -5,000 ¥23,750

部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
４・５名 12,150 -5,000 ¥7,150

３名 13,150 -5,000 ¥8,150
２名 13,650 -5,000 ¥8,650

４・５名 15,450 -5,000 ¥10,450
３名 16,450 -5,000 ¥11,450
２名 16,950 -5,000 ¥11,950

御殿場アウトレット「HOTEL　CLAD」

9/1・4・20・21・9/26-29

　取消料前日より　

※人数カウントは大人のみになります。※取消料7日前より

朝食：ビュッフェ

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※小人：大人の50%　３歳以上の未就学児：1500円の施設利用料　０歳～２歳：無料（大浴場利用不可）

宿泊日

夕食・朝食：バイキング　　※会席希望の場合は別途2200円　チェックイン15:00～・アウト～10:00

　※お部屋グレードアップご希望の場合は別途追加料金

伊豆長岡「サンバレー伊豆長岡」
お部屋：和室８畳・10畳・アウトバス12畳（おまかせ）

9/23・24

宿泊日

※ひとりあたり料金(諸税込)　※小学生70％　４～未就学児50％　2～3歳2750円　１歳以下無料

宿泊日

平日

¥2000付！

9/2・9/5-8・15・19・22・25

9/2・4・9・11・16・22・

25・30

お部屋：富士山ビューツイン　チェックイン15:00～・アウト～10:00

伊豆長岡温泉「香湯楼井川」

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　※小学生70％　幼児50％　※取消料14日前より

夕食：和食　朝食：和食・洋食

土曜・9/18・23

宿泊施設や

お土産店、

観光施設等

で使える！

１人１泊に

¥2000付！

9/10

9/1・3・9/5-8・9/12-15

9/19-21・9/26-29
宿泊施設や

観光施設等

で使える！

１人１泊に

¥2000付！

お部屋：和室　チェックイン15:00～・アウト～11:00

9/3・24

9/9・16

9/11

美しい富士山の眺望！温泉付き！

アウトレットで夕食を！

美しいエントランスと

日本庭園のある宿

夕食朝食共にバイキング！

ファミリー向け！



部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
２名 17,950 -5,000 ¥12,950
３名 17,350 -5,000 ¥12,350
4名 16,750 -5,000 ¥11,750
２名 25,650 -5,000 ¥20,650
３名 25,050 -5,000 ¥20,050
4名 24,450 -5,000 ¥19,450

部屋人数 夕朝食付宿泊代 バイシズオカ お客様負担 地域クーポン
2名 39,600 -5,000 ¥34,600
2名 42,900 -5,000 ¥37,900
2名 40,700 -5,000 ¥35,700

¥2000付！

東伊豆・赤沢温泉「赤沢温泉ホテル」
お部屋：和室・洋室・和洋室　

夕食：和食　朝食：和洋バイキング

※ひとりあたり料金(大人・諸税込)　小学生は大人の70%　幼児は50％　※取消料7日前より

東伊豆・稲取温泉「稲取銀水荘」

9/19・25

9/17・18・23・24

チェックイン15:00～・アウト～11:00

宿泊日

宿泊日

9/3・17・18

9/1・2・5・6・13・15・26

お部屋：露天風呂付客室スイート「山吹」

　チェックイン14:00～

※ひとりあたり料金(諸税込)　※小学生70％　幼児50％　※取消料３日前より

ツインベッド＋和リビング＋露天風呂、広さ73㎡

9/1・2・9/4-9・9/11-16

9/19-22・9/25-30
¥2000付！

　アウト～11:00（通常は10：00）

夕食：会席　朝食：バイキング　

電話：053(472)2233
浜松市中区上島7丁目4-1
※営業日はホームページをご覧下さい
※来店は事前連絡をお願いします

未記載の宿泊日は予約受付不可日(休館や満室日など)

この料金表は一例ですので、他の宿泊施設などはLINEにてお問合せ下さい。

静岡県知事登録旅行業第2-175号/総合旅行業務取扱管理者鈴木陽二郎

「LINE公式アカウント」

お問合せ・予約は常時受付中

最新情報も速報でお知らせ！

ホームページでも

最新情報やプラン

を掲載しています

空・海・森！

大迫力の自然を感じられる宿

2018年リニューアル

露天風呂付客室！！

このプランは「山吹」です

が、他タイプもあります


