
北東北で2泊すると
お得に泊まれる!!

鶯宿温泉 ホテル森の風 鶯宿

八幡平温泉郷 八幡平ハイツ

☎0186-22-0520 FAX0186-22-4020
〒018-5201  秋田県鹿角市花輪字新田町11-4 秋田県知事登録旅行業第2-116号
㈱かづの観光物産公社あんとらあ

盛岡・八幡平広域観光圏事業

お問合わせ・お申込み

の宿25
選べる　  の湯

と10

19,440円
※休前日は1泊につき2,160円増しです。

2泊
4食付

入湯税別
消費税込

鶯宿温泉 ホテル加賀助
源泉かけ流しの宿です。温泉につかり、日頃の疲れを癒してください。
夕食 レストラン 和食膳
朝食 レストラン 和定食
部屋 風呂トイレ付和室

交通 東北自動車道紫波ＩＣより車で25分

鶯宿温泉 ホテル偕楽苑
和風数寄屋造りの落ちついた宿。時を忘れておくつろぎ下さい
夕食 部屋 和食膳
朝食 大広間 和定食＋ミニバイキング
部屋 風呂トイレ付洋室又は和洋室

交通 東北自動車道盛岡ＩＣより車で25分

鶯宿温泉 長栄館
毎分1.016ℓの湯量を誇る現代数奇屋造りのお宿です。
夕食 レストラン又は広間 和食膳
朝食 レストラン又は広間 和定食
部屋 風呂トイレ付和室

交通 東北自動車道盛岡ＩＣより車で25分
除外日  11/16、17、1/18、19

あづまね温泉 ラ・フランス温泉館ゆらら
つるつるの天然温泉。地元の食材を使用した食事が自慢です。
夕食 レストラン 和食膳
朝食 専用会場 バイキング
部屋 トイレ付和室

交通 東北自動車道紫波ＩＣより車で5分

鶯宿温泉 ホテル森の風 鶯宿
空中露天風呂と毎日無料開催の太鼓・民謡ショーが自慢の宿です。

交通 東北自動車道盛岡ＩＣより車で25分
除外日  1/20

夕食 レストラン 和食膳
朝食 レストラン バイキング
 （宿泊日により和定食の場合あり）
部屋 風呂トイレ付和室（4名以上）
 又は洋室（2～3名）

鶯宿温泉 元湯川長山荘
源泉100％かけ流し。眺めの良い高台にあるお湯自慢の宿
夕食 食事処 和食膳
朝食 食事処 和定食
部屋 トイレ付又はトイレなし和室

交通 東北自動車道盛岡ICより車で30分
除外日　１１/２６、１２/３、２/１１、２５、３/４、１８

綱張温泉 休暇村岩手網張温泉
ゲレンデまでは徒歩2分!!1300年の歴史を数える硫黄泉へ

交通 東北自動車道盛岡ＩＣより車で４０分
除外日　１/７、３/１８

夕食 レストラン バイキング
朝食 レストラン バイキング
部屋 トイレ付和室又は洋室

•個人旅行プランとなります。添乗員の同行はございません。
•お客様のご都合によりお申込み後、取消される場合は下記の取消料を頂き
ます。
6日目にあたる日以前の解除…無料
4日～5日前の解除…ご旅行代金の20%
2日～3日前の解除…ご旅行代金の30%
前日のの解除…ご旅行代金の50%　当日の解除…100%
•個人情報の取り扱いについて
ご旅行申込の際にお伺いした個人情報についてお客様との連絡にりようさ
せて頂く他】お客様がお申込み頂いた旅行に連携する運送・宿泊期間及び
それらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂き
ます。この他当社では当社の商品・サービス・キャンペーンのご案内や統計
資料の作成にお客様の個人情報を利用させて頂く場合がございます。

お申込み方法

お振込口座　北都銀行鹿角支店　（普）６０１２００３　株式会社かづの観光物産公社

お申込みのお客様へ

あづまね温泉
鶯宿温泉

つなぎ温泉

陸中海岸
綱張温泉

湯瀬温泉
大湯温泉

十和田湖畔温泉

新安比温泉
八幡平温泉郷

実施期間

平成29年

平成28年

11月10日㈭
～

3月20日㈪
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湯瀬温泉
四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル

綱張温泉 
休暇村岩手

網張温泉

鶯宿温泉 元湯川長山荘

大湯温泉 龍門亭千葉旅館 つなぎ温泉 愛真館

①お好きなお宿を２カ所選んでください。※２泊連続した日程又は、期間中２泊でお決めください。
②あんとらあへ電話で予約してください。（0186-22-0520）
※ご希望のホテルの空室状況を当社が確認し、お客様へ折り返しお電話します。満室の場合もございますのでご了承ください。
③予約が確定したら1週間以内にご入金をお願いします。

④ご入金確認後、ご出発の７日前までに当社より「宿泊確認書」をお送りします。当日、宿泊施設フロントへお出しください。

（0186-22-0520）

HP http://www.ink.or.jp/~antler/ あんとらあ 検索



湯瀬温泉 四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル
昨年12月にオープンの女性露天風呂が好評です
夕食 ダイニング 和ビュッフェ
朝食 ダイニング ビュッフェ
※夕・朝食共に宿泊日により和食膳の場合あり
部屋 風呂・トイレ付和室

交通 ＪＲ花輪線湯瀬温泉駅より徒歩8分
 東北自動車道鹿角八幡平ＩＣより車で10分

八幡平温泉郷 後生掛温泉
「馬で来て足駄で帰る後生掛」と言われる効果のある湯治宿です。
夕食 大広間 和食膳
朝食 大広間 和定食＋一部バイキング
部屋 トイレ付和室

交通 東北自動車道鹿角八幡平ＩＣより車で50分

大湯温泉 ホテル鹿角
安らぎに満ちた空間と寛ぎにあふれる時間を訪れるすべての人々へ

交通 東北自動車道十和田ＩＣより車で10分

湯瀬温泉 和心の宿姫の湯
調理長お勧めの和食会席と広々とした大浴場でお寛ぎ下さい
夕食 宴会場 和食膳
朝食 宴会場 バイキング
 （宿泊日により和定食の場合あり）
部屋 風呂・トイレ付和室

交通 ＪＲ花輪線湯瀬温泉駅より徒歩3分
 東北自動車道鹿角八幡平ＩＣより車で15分
除外日  12/22

☆２泊４食付お一人様19，440円（消費税込・入湯税別）です。但し、休前日（　　）はお一人様2，160円税込増しです。
☆宿泊日は連続した２泊又は期間中２泊でお好きなお宿をお選びください。　☆２名様以上でお申込みください。シングルの設定はございません。
☆お子様について小学生は大人の70%、未就学児は大人の50%（子ども膳）

19，440円（消費税込・入湯税別）

宿泊設定日カレンダー ＝設定日　　　＝設定日（休前日2,160円税込増し）　　　＝設定なし
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夕食 レストラン又は広間 和食膳
朝食 広間 和洋バイキング又は和定食
部屋 風呂・トイレ付和室又は洋室
 又は和風ツイン

大湯温泉 龍門亭千葉旅館
およそ1000坪の日本庭園が毎夜ライトアップされ、癒しの空間を演出

交通 東北自動車道十和田ＩＣより車で10分

夕食 部屋又は別個室 和食膳
朝食 部屋又は別個室 和食膳
部屋 トイレ付和室

十和田湖畔温泉 山乃御振舞 とわだこ賑山亭
新鮮な魚介や山の幸などいろりを囲み炭火で味わうお食事が人気

交通 東北自動車道十和田ＩＣより車で40分

夕食 炉端処 炉端料理
朝食 広間 和定食
部屋 風呂トイレ付和室

十和田湖畔温泉 とわだこ遊月
雪見展望露天風呂が大好評です。

交通 東北自動車道十和田ＩＣより車で４０分

夕食 食事処 和食膳
朝食 食事処 和定食
部屋 トイレ付和室又は洋室

大湯温泉 源泉かけ流しの宿 岡部荘
源泉かけ流しの純和風木造の宿。キリタンポ鍋に地酒に温泉で…

交通 東北自動車道十和田ＩＣより車で10分
除外日  12/2、3、9、10、16、17、23、24、1/7、8

夕食 食事処 和食膳
朝食 食事処 和定食
部屋 トイレ付和室

大湯温泉 宿 花海館
明治創業。100％源泉かけ流しの泉質・効能のいい温泉宿

交通 東北自動車道十和田ＩＣより車で10分

夕食 食事処 和食膳
朝食 食事処 和定食
部屋 トイレ付和室

大湯温泉 御宿馬ぶち
三階の展望風呂で自然も楽しみ、郷土色豊かなお料理をどうぞ

交通 東北自動車道十和田ＩＣより車で10分

夕食 食事処 和食膳
朝食 食事処 和定食
部屋 トイレ付和室

八幡平温泉郷 八幡平ハイツ
天然温泉癒しの湯と料理自慢の宿
夕食 レストラン 和食膳
朝食 レストラン 和洋バイキング
 （宿泊日により和定食の場合あり）
部屋 トイレ付和室

交通 ＪＲ盛岡駅より車で80分
 東北自動車道松尾八幡平ＩＣより車で10分

八幡平温泉郷 八幡平リゾートホテル
八幡平の山並みを一望できる掛け流しの露天風呂で癒しのひとときを
夕食 レストラン和洋中バイキング
朝食 レストラン和洋バイキング
 （宿泊日によりお膳の場合あり）
部屋 風呂トイレ付洋室又は和洋室

交通 ＪＲ盛岡駅より車で90分
 東北自動車道松尾八幡平ＩＣより車で15分
除外日　１２/１、２、５～８、１２～１４、１/７、８、２９～２/１

八幡平温泉郷 いこいの村岩手
上質な天然温泉と厳選素材の和食膳を堪能♪ゆっくり寛げる温泉宿
夕食 レストラン 和食膳
朝食 レストラン 和洋バイキング
部屋 トイレ付和室

交通 ＪＲ盛岡駅より車でで30分
 ＪＲ花輪線大更駅より車で約5分

新安比温泉 新安比温泉 静流閣
全国屈指の強塩泉にごり湯！効能抜群の薬湯温泉は若返ると評判。
夕食 レストラン 和食膳
朝食 レストラン バイキング
 （宿泊日により和定食の場合あり）
部屋 風呂トイレ付和室

交通 ＪＲ花輪線 荒屋新町駅より車で3分
 東北自動車道 安代ＩＣより車で3分

陸中海岸 グリーンピア三陸みやこ
全客室から雄大な太平洋が眺望できる料理自慢の宿

交通 三陸鉄道・ＪＲ宮古駅より車で30分
除外日  11/12、2/25、3/18

夕食 食事処 和食膳
朝食 食事処 和洋バイキング
部屋 トイレ付和室

つなぎ温泉 愛真館
大浴場、露天風呂合わせて18趣の湯めぐりをお楽しみください。

交通 東北自動車道盛岡ＩＣより車で15分
除外日  11/25、26

夕食 食事処又はレストラン 和食膳
朝食 コンベンションホール
 和洋バイキング
部屋 風呂トイレ付和室

つなぎ温泉 旅染屋 山いち
畳のぬくもり…全館畳敷きの宿。いぐさの感触が素足にやさしい

交通 東北自動車盛岡ＩＣより車で15分

夕食 広間又は部屋 和食膳
朝食 広間 和定食
部屋 本館和室8畳

陸中海岸 休暇村陸中宮古
陸中海岸ほぼ中央。三陸の新鮮な海の幸が楽しめる料理自慢の宿

交通 三陸鉄道・ＪＲ宮古駅より車で20分

夕食 レストラン 和洋バイキング
 又は季節の会席料理
朝食 レストラン 和洋バイキング
部屋 和室又は洋室


