ラスパ白山店 ５周年記念宿泊プラン

ＪＴＢ総合提携店
株式会社トラベル・エー

各旅館とも１日5組様 限定！

２０２０年３月１６日（月）～５月３１日（日） 期間限定 ※ＧＷ期間（5/1～5）除く
ご卒業・ご入学のお祝いや
歓送迎会などのセレモニー、
還暦や古希など長寿のお祝いに！
ゆったり
快適！

この期間だけの特別料金！

粟津温泉 旅亭懐石のとや

ロビー（イメージ）

5366-012

【花の棟または夢吹雪】

◆花の棟2004年改築、夢吹雪1994年築
（館の指定は不可）
◆チェックイン 15:00
◆チェックアウト 10:00
◆交通
・ＪＲ加賀温泉駅→車約20分
（送迎バス有／事前連絡要）
・北陸自動車道 小松ＩＣより車約30分
◆食事／お部屋食 または 食事処（個室）
（指定不可／旅館おまかせ）
◆泉質／亡硝泉
◆適応症／
美肌効果、疲労回復、健康増進、神経痛

大浴場(イメージ)

山代温泉
ロビー（イメージ）

玄関ロビー(イメージ)

玄関アプローチ

■ご宿泊代金／１泊２食付 花の棟または夢吹雪
おひとり様 平日（日～金） 土曜・休前日
６名様１室
５名様１室 お ９，８００円
１２，８００円
４名様１室 と
３名様１室 な １１，８００円 １４，８００円
２名様１室
１３，８００円 １６，８００円
こども（Ａ）
おとな代金の７０％
こども（Ｂ）
おとな代金の５０％
※サービス料込、消費税別途（入湯税別途現地払い）

お宿からのおもてなし
＊夕食時、ジュースまたはウーロン茶１本付
＊夕食および朝食は、お部屋または食事処（個室）
にてご用意致します（指定不可）

ゆのくに天祥 【天祥の館】

コーヒー券付
ゆのくにの森入村券

5367-011

◆天祥の館2008年改築
■ご宿泊代金／１泊２食付 天祥の館 和室利用
15:00
おひとり様 平日（日～金） 土曜・休前日
◆チェックイン
10:00
６名様１室
◆チェックアウト
１２，５００円 １８，５００円
５名様１室 お
◆交通
４名様１室 と １４，５００円 ２０，５００円
・ＪＲ加賀温泉駅→車約10分
３名様１室 な １６，０００円 ２２，０００円
（送迎バス有／事前連絡要）
１８，０００円 ２４，０００円
・北陸自動車道片山津ＩＣより車約20分 ２名様１室
こども（Ａ）
おとな代金の７０％
◆食事／個室食事処（白雲膳）
こども（Ｂ）
おとな代金の５０％
◆泉質／ﾅﾄﾘｳﾑ・ｶﾙｼｳﾑ・塩化物温泉
※サービス料込、消費税別途（入湯税別途現地払い）
◆適応症／
神経痛、筋肉、関節痛、五十肩、疲労回復

大浴場(イメージ)

ジュース１本付

※お料理ランクＵＰプラン※
お一人様＠２，500円（税別） ＵＰにて
特選プラン「天祥膳」へ変更可能！

お宿からのおもてなし
＊モーニングコーヒー券（大人のみ）を進呈
＊加賀伝統工芸村「ゆのくにの森」入村券を進呈
＊夕食および朝食は食事処（個室）確約！

《お申込み・お問い合わせは》

ＪＴＢ総合提携店 株式会社トラベル・エー
【本社営業所】
【旅サロン輪島】
【ラスパ白山店】
【もりの里店】

金沢市東力町ニ１７７番地
輪島市宅田町７－３７
白山市倉光５丁目１４番地
金沢市もりの里１丁目９３番地

石川県知事登録旅行業第2-169号
（一社）全国旅行業協会正会員

ＴＥＬ：０７６－２９２－２５００
ＴＥＬ：０７６８－２２－８８９１
ＴＥＬ：０７６－２７４－２５００
ＴＥＬ：０７６－２３４－２５００

山中温泉
ロビー(イメージ)

大浴場(イメージ)

厨八十八 （くりややそはち）
◆本館1997年築
◆チェックイン 14:00
◆チェックアウト 11:00
◆交通
・ＪＲ加賀温泉駅→車約20分
（送迎車有／事前連絡要）
・北陸自動車道片山津ＩＣより車約30分
◆食事／お部屋食 または 食事処（個室）
（指定不可／旅館おまかせ）
◆泉質／ｶﾙｼｳﾑ・ﾅﾄﾘｳﾑ・硫酸塩泉
◆適応症／

※サービス料込、消費税別途（入湯税別途現地払い）

お宿からのおもてなし
＊モーニングコーヒー券（大人のみ）を進呈！
＊夕食および朝食は、お部屋または食事処（個室）
にてご用意致します（指定不可）

露天風呂(イメージ)

外観 (イメージ)

外観（イメージ）

加賀屋

5343-001

【能登渚亭・雪月花】

◆渚亭2003年改築、雪月花2015年改築
◆チェックイン 15:00
◆チェックアウト 10:00
◆交通
・ＪＲ和倉温泉駅→車約5分
（送迎バス有／事前連絡要）
・能越自動車道 和倉ＩＣより車約10分
◆食事／お部屋食
◆泉質／塩化物泉
◆適応症／
ﾘｭｰﾏﾁ、神経痛、痛風、婦人病、ｱﾄﾋﾟｰ

お宿からのおもてなし
大浴場(イメージ)

＊お一人様／館内利用券１，０００円分進呈
＊夕食および朝食は、お部屋でご用意！

輪島ねぶた温泉
外観(イメージ)

大浴場(イメージ)

コーヒー券付

■ご宿泊代金／１泊２食付 和室利用
おひとり様 平日（日～金） 土曜・休前日
６名様１室
５名様１室 お １４，８００円 １７，８００円
４名様１室 と
３名様１室 な １８，０００円 ２１，０００円
２名様１室
２０，０００円 ２３，０００円
こども（Ａ）
おとな代金の７０％
こども（Ｂ）
おとな代金の５０％

神経痛、筋肉、関節痛、五十肩、疲労回復

和倉温泉

5368-032

館内利用券付
5343-001

■ご宿泊代金／１泊２食付 和室利用
おひとり様 平日（日～金） 土曜・休前日
６名様１室
能
２３，０００円 ２７，０００円
登 ５名様１室
渚 ４名様１室 ２６，０００円 ３０，０００円
亭 ３名様１室 ３０，０００円 ３４，０００円
２名様１室 ３６，０００円 ４０，０００円
６名様１室
２８，０００円 ３２，０００円
雪 ５名様１室
月 ４名様１室 ３１，０００円 ３５，０００円
花 ３名様１室 ３５，０００円 ３９，０００円
２名様１室 ４３，０００円 ４７，０００円
こども（Ａ）
おとな代金の７０％
こども（Ｂ）
おとな代金の５０％
※サービス料込、消費税別途（入湯税別途現地払い）

5333-011

海游 能登の庄 （のとのしょう） ご夕食内容 選択可

◆本館1996年築
■ご宿泊代金／１泊２食付 和室利用
おひとり様 平日（日～金） 土曜・休前日
◆チェックイン 14:00
６名様１室
◆チェックアウト 11:00
５名様１室 お １６，０００円 １９，０００円
◆交通
４名様１室 と
・輪島ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ→車約10分
３名様１室 な １８，０００円 ２１，０００円
（送迎バス有／事前連絡要）
２０，０００円 ２３，０００円
・のと里山海道能登空港ＩＣより車約20分 ２名様１室
こども（Ａ）
おとな代金の７０％
◆食事／夕食：お部屋にて和食創作会席
こども（Ｂ）
おとな代金の５０％
または個室食事処にて「囲炉裏会席」
※サービス料込、消費税別途（入湯税別途現地払）
※お申込み時にご選択ください！
朝食：夕食と同会場にて「和食セット」
お宿からのおもてなし
◆泉質／単純温泉（アルカリ性泉質）
※ご夕食は、２つの料理内容より、選択が可能！
◆適応症／
ﾘｭｰﾏﾁ、神経痛、痛風、皮膚病、疲労回復

お申込み時にお伝えください。
・和食創作会席の場合、お部屋食にてご用意！
・囲炉裏会席の場合、食事処（個室）にてご用意！

