
■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

宿泊日／1室人数 2～5名 こども

全日

全日

1/7～2/27
（下記除く）

2/9・10

割増なし 割増なし

8,000 3,000

宿泊日／1室人数 3名 2名 こども
全日
平・休日
休前日
全日
全日

1/7～10
1/11～2/27
（下記除く）
2/1・2、2/9～11

2/3～8

7,000 8,500 3,500
5,000 6,000 1,500
7,000 8,500 3,500
3,000 3,500 割増なし
割増なし  割増なし

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

割増なしでOK! 割増なしでOK!

割増なしでOK! 割増なしでOK! 割増なしでOK! 割増なしでOK!

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

宿泊日／1室人数 2～5名 こども

全日
全日
全日
全日

1/7～25
1/26～31
2/1～11
2/12～27

1,500 

割増なし
2,000 
割増なし 
3,000 

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

宿泊日／1室人数 4名 3名 2名 こども

平・休日
休前日
平・休日
休前日
全日
全日

1/7～18

1/19～31、
2/17～27

2/1～11
2/12～16

5,500 7,000 8,500 3,000
9,500 11,000 12,500 5,500
5,500 7,000 8,500 3,000
7,500 9,000 10,500 4,500
5,500 7,000 8,500 3,000
9,500 11,000 12,500 5,500

宿泊日／1室人数 2～5名 こども

全日

全日

1/7～2/27
（下記除く）

2/12・13

割増なし 
割増なし

1,000 割増なしでOK!

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

宿泊日／1室人数 3～5名 2名 こども
平・休日
休前日
全日
全日
平・休日
休前日

1/7～31

2/12～27

2/1・2、2/9～11
2/3～8

2,500 3,000 割増なし
5,000 5,500 1,500
1,000 2,000 割増なし

割増なし  割増なし
5,000 5,500 1,500
5,500 6,500 2,000

宿泊日／1室人数 3名 2名 こども

平・休日
休前日
全日
全日
平・休日
休前日

1/7～31

2/12～27

2/1・2、2/9～11
2/3～8

2,500 4,000 割増なし
4,000 5,500 1,000
3,500 5,500 割増なし
1,000 3,000 割増なし
5,500 9,000 2,500
7,000 10,500 3,000

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付） 単位：円

割増なしでOK! 割増なしでOK!

区分B（その他地区）ホテルリスト ●ご利用のホテル・部屋タイプおよび宿泊日により割増代金がかかります。　●ホテルにより１室あたりの定員数が異なります。
●記載の休前日とは「土曜」と「祝日、振替休日の前日」です。特に明記がない限りそれ以外は「平・休日」となります。
●受付最少人員：大人1名（定員1名のあるホテルに限る）または大人1名以上を含む2名

帯広市

紋別市 稚内市

釧路市 釧路市

朝食付

朝食付 朝食付 朝食付

朝食付 朝食付

夕・朝食付 夕・朝食付

夕・朝食付

夕・朝食付

夕・朝食付

夕・朝食付

夕・朝食付 夕・朝食付

白金温泉

中標津町

十勝川温泉 十勝川温泉白金四季の森ホテルパークヒルズ

阿寒湖温泉 阿寒湖温泉 阿寒湖温泉 網走湖温泉

川湯温泉

夕・朝食付
夕・朝食付

知床ウトロ温泉 知床ウトロ温泉

★２連泊でご宿泊の場合、ご昼食を１回サービス
　（ラーメン・カレーより現地にて選択）
★売店10％割引券付（チェックイン時にお渡しします）

●洋室バス・トイレ付（1～4名）
　和洋室、バス・トイレ付（5名）
●IN  15：00　●OUT  11：00 （通常10：00）
●JR美瑛駅より車で約25分　●駐車場／無料
●夕・朝食：バイキング（レストラン）

外観（H）外観（H）

笹井ホテル

外観（H）外観（H）

●和室、バス・トイレ付
　（2～5名）
●IN  15：00
●OUT  10：00
●JR帯広駅より
　車で約20分
●駐車場／無料
●夕・朝食:バイキング
　（レストラン）

●和室、バス・トイレ付
　（2～3名）
●IN  15：00　
●OUT  10：00
●JR帯広駅より
　車で約20分
●駐車場／無料
●夕食:十勝ビュッフェ
　（レストラン）
　朝食：バイキング
　（レストラン）

外観（H）外観（H）

十勝川温泉第一ホテル(豆陽亭）

●洋室、バス・トイレ付（１～３名）
●ＩＮ  14:00　●OUT  11:00
●JR帯広駅より車で約5分
●駐車場／無料
●朝食：和食又は洋食セットメニュー
※現地でお選びいただけます。

外観（H）外観（H）

★温泉大浴場（ジェットバス、泡風呂、サウナ）無料

森のスパリゾート 北海道ホテル

●洋室、バス・トイレ付
　（1～2名）
　和室、バスなし・トイレ付
　（3～5名）
※客室の指定はお受け
　できません。
●IN  14：00　
●OUT  11：00
●根室中標津空港より
　車で約10分
●駐車場／無料
●朝食：和洋バイキング
　（レストラン）

トーヨーグランドホテル

外観（H）外観（H）

★温泉大浴場無料客室一例（H）客室一例（H）

外観（H）外観（H）

●洋室、バス・トイレ付
　（1～3名〈3名1室は
　23㎡のお部屋に
　エキストラベッドを
　入れますので大変手狭
　となっております。〉）
●IN  14：00　
●OUT  11：00
●JR釧路駅より
　車で約3分、
　徒歩約10分
●駐車場／有料
　（1泊￥600）
●朝食:バイキング
　（レストラン）

釧路プリンスホテル

外観（H）

★ワンドリンク
　サービス
　（滞在中1回）

●洋室、バス・トイレ付
　（1～3名）
●IN  13：00
●OUT  12：00 
　（通常11：00）
●JR釧路駅より車で約5分
●駐車場／有料
　（1泊￥600）
●朝食:バイキング
　（レストラン）

ANAクラウンプラザホテル釧路

つ る がつ る がゆ くゆ く

●和室、バス・トイレ付
　（2～4名）
●IN  15：00
●OUT  10：00
●釧路空港より
　車で約60分　
●駐車場／有料
　（1泊1台￥400）
●夕・朝食:バイキング
　（レストラン）

あかん遊久の里  鶴雅（本館）

庭園露天風呂（H）庭園露天風呂（H）

●和室、バス・トイレ付
　（2～5名）
●IN  15：00　
●OUT  10：00
●釧路空港より
　車で約60分　
●駐車場／無料
●夕食:和食会席
　（レストラン）
　朝食:和食セット
　（レストラン）

ホテル阿寒湖荘

外観（H）外観（H）

外観（H）外観（H）

●和室、バス・トイレ付（2～5名）
●IN　15：00　
●OUT　10：00
●JR川湯温泉駅より車で約8分
●駐車場／無料
●夕食：和食会席膳(レストラン)
　朝食：バイキング又は和食膳（レストラン）
　※選択不可　

お宿欣喜湯

外観（H）外観（H）

●道路・建物側洋室、
　バス・トイレ付
　（2～3名）
●IN  15：00
●OUT  10：00
●JR知床斜里駅より
　車で約50分
●駐車場／無料
●夕・朝食：バイキング
　（レストラン）

北こぶし知床 HOTEL&RESORT
（旧知床グランドホテル北こぶし）（旧知床グランドホテル北こぶし）

●和洋室、バス・トイレ付
　（2～５名）
●IN  15：00　
●OUT  10：30
●JR網走駅より
　車で約10分
●駐車場／無料
●夕食：和食膳
　（レストラン）
　朝食：和洋バイキング
　又は和食（レストラン）
　※選択不可

外観（H）外観（H）

★夕食時ワンドリンクサービス
　（グラスビール又は
　ソフトドリンク／滞在中1回）

ホテル網走湖荘（中央館又は南館）

●和室ツイン（2名） 、
　和室、バス・トイレ付
　（3～4名）
　和洋室、
　バス・トイレ付（5名）
●IN  15：00　
●OUT  10：00　
●JR知床斜里駅より
　車で約60分
●駐車場／無料
●夕・朝食：バイキング
　（レストラン）

知床第一ホテル（西館）

外観（H）外観（H）

●洋室、バス・トイレ付
　（1～3名）
●IN  15：00　
●OUT  11：00
●オホーツク紋別空港より
　車で約10分
●駐車場／無料　
●朝食:バイキング
　（レストラン）

外観（H）外観（H）

紋別セントラルホテル サフィールホテル稚内

●区分B（その他地区）ホテルで連泊のみのご利用はできません。

大浴場（H）大浴場（H） 豆陽亭／客室一例（H）豆陽亭／客室一例（H）

客室一例（H）客室一例（H）

客室一例（H）客室一例（H）

客室一例（H）客室一例（H）

●和室、バス・トイレ付（2～4名）
　和室又は和洋室、バス・トイレ付（5名）
●IN  15：00　●OUT  10：00
●釧路空港より車で約60分
●駐車場／無料
●夕食:和食会席（レストラン）
　朝食:バイキング又は和定食（レストラン）
※時期により異なります。

ホテル御前水

露天風呂（H）露天風呂（H）

客室一例（H）客室一例（H）

外観（H）外観（H）

●洋室、バス・トイレ付
　（1～3名）
●IN  13：00　
●OUT  13：00 
　（通常11：00）
●JR稚内駅より
　徒歩約3分
●駐車場／無料
●朝食：和洋バイキング
　（レストラン）

客室一例（H）客室一例（H）

❼


