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ホテルリストChoice de Choice

P10

［ホテル割増代金欄の見方］
●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

※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。
※記載の人数は1室のご利用人数となります。（こども代金は3名以上1室の場合に適用）

■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

■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

■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

26,50026,50044,50044,50040,00040,00038,00038,000全日全日8/12～178/12～178/12～17
26,50026,50044,50044,50040,00040,00038,00038,000休前日休前日
24,50024,50041,50041,50037,00037,00035,00035,000平・休日平・休日

8/1～11、8/18～318/1～11、8/18～318/1～11、8/18～31

24,50024,50041,50041,50037,00037,00035,00035,000休前日休前日
22,50022,50038,50038,50034,00034,00031,50031,500平・休日平・休日7/1～31、9/1～

10/30
7/1～31、
9/1～10/30
7/1～31、
9/1～10/30

25,00025,00039,50039,50038,00038,00035,00035,000休前日休前日
24,00024,00037,50037,50036,00036,00030,50030,500平・休日平・休日

5/7～6/305/7～6/305/7～6/30

26,00026,00040,50040,50039,00039,00036,00036,000全日全日4/27～5/64/27～5/64/27～5/6
24,50024,50038,50038,50037,00037,00034,00034,000休前日休前日
22,50022,50035,50035,50034,00034,00028,50028,500平・休日平・休日

4/1～264/1～264/1～26

こどもこども2名2名3名3名4名4名宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数

18,50018,50022,00022,00018,50018,500全日全日8/1～98/1～98/1～9

18,50018,50022,00022,00018,50018,500休前日休前日

15,00015,00016,50016,50015,00015,000平・休日平・休日
7/1～31、8/18～9/307/1～31、8/18～9/307/1～31、8/18～9/30

15,00015,00016,50016,50015,00015,000休前日休前日

12,00012,00013,50013,50012,00012,000平・休日平・休日
6/1～30、10/1～306/1～30、10/1～306/1～30、10/1～30

19,50019,50023,50023,50019,50019,500全日全日4/28～5/5、8/10～174/28～5/5、8/10～174/28～5/5、8/10～17

12,00012,00013,50013,50012,00012,000全日全日4/1～27、5/6～314/1～27、5/6～314/1～27、5/6～31

こどもこども2名2名3名3名宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数

12,50012,50024,00024,00020,00020,00018,00018,000休前日休前日

11,50011,50021,50021,50018,00018,00016,00016,000金曜日金曜日

10,50010,50020,50020,50017,00017,00015,00015,000平・休日平・休日
6/1～8/9、8/16～

10/30
6/1～8/9、
8/16～10/30
6/1～8/9、
8/16～10/30

14,00014,00026,00026,00022,50022,50020,50020,500全日全日4/27～5/5、8/10～154/27～5/5、8/10～154/27～5/5、8/10～15

10,50010,50020,50020,50017,00017,00015,00015,000休前日休前日

9,0009,00018,50018,50015,00015,00013,00013,000金曜日金曜日

8,5008,50017,50017,50014,00014,00012,00012,000平・休日平・休日

4/1～26、5/6～314/1～26、5/6～314/1～26、5/6～31

こどもこども2名2名3名3名4名4名宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数

4,5004,5009,0009,0008,5008,5007,0007,000平・休日平・休日7/15～8/9、8/16～31、
10/1～5

7/15～8/9、8/16～31、
10/1～5

7/15～8/9、8/16～31、
10/1～5 6,5006,50012,00012,00011,50011,50010,50010,500休前日休前日

12,50012,50020,00020,00019,50019,50018,50018,500全日全日8/10～158/10～158/10～15

9,0009,00015,00015,00014,50014,50013,50013,500全日全日
7/13・14、9/14・15、
9/21・22、10/12・13、

10/19～21

7/13・14、9/14・15、
9/21・22、10/12・13、

10/19～21

7/13・14、9/14・15、
9/21・22、10/12・13、

10/19～21

6,0006,00011,00011,00010,50010,5009,5009,500休前日休前日
4,0004,0008,0008,0007,5007,5006,0006,000平・休日平・休日7/1～12、10/6～30（下

記除く）
7/1～12、10/6～30

（下記除く）
7/1～12、10/6～30

（下記除く）

13,00013,00023,00023,00020,50020,50018,50018,500全日全日4/27～5/54/27～5/54/27～5/5
5,5005,50010,50010,50010,00010,0009,0009,000休前日休前日
3,5003,5007,5007,5007,0007,0005,5005,500平・休日平・休日4/1～26、5/6～6/30、

9/1～30（下記除く）
4/1～26、5/6～6/30、
9/1～30（下記除く）

4/1～26、5/6～6/30、
9/1～30（下記除く）

こどもこども2名2名3名3名4～5名4～5名宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数

16,50016,50028,00028,00025,50025,50024,50024,500全日全日8/10～158/10～158/10～15

13,50013,50024,00024,00021,00021,00020,00020,000休前日休前日

11,50011,50020,50020,50018,00018,00017,00017,000平・休日平・休日7/1～8/9、8/16～
10/30

7/1～8/9、
8/16～10/30
7/1～8/9、
8/16～10/30

12,50012,50023,00023,00020,00020,00019,00019,000休前日休前日

10,50010,50019,50019,50017,00017,00016,00016,000平・休日平・休日
6/1～306/1～306/1～30

16,50016,50028,00028,00025,50025,50024,50024,500全日全日4/27～5/54/27～5/54/27～5/5

11,50011,50021,00021,00018,00018,00017,00017,000休前日休前日

9,0009,00017,50017,50015,00015,00014,00014,000平・休日平・休日
4/1～26、5/6～314/1～26、5/6～314/1～26、5/6～31

こどもこども2名2名3名3名4名4名宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数

10,00010,00011,50011,50010,00010,0008,0008,000全日全日4/29～5/14/29～5/14/29～5/1

18,50018,50020,00020,00018,00018,00016,00016,000全日全日5/3～55/3～55/3～5

10,00010,00011,50011,50010,00010,0008,0008,000平・休日平・休日6/1～7/12、7/15～20、
9/1～10/30（下記除く）
6/1～7/12、7/15～20、
9/1～10/30（下記除く）
6/1～7/12、7/15～20、
9/1～10/30（下記除く） 12,00012,00013,50013,50012,00012,00010,00010,000休前日休前日

14,00014,00015,50015,50014,00014,00012,00012,000全日全日7/13・14、8/10～15、9/14・
15、9/21・22、10/12・13
7/13・14、8/10～15、

9/14・15、9/21・22、10/12・13
7/13・14、8/10～15、

9/14・15、9/21・22、10/12・13

12,00012,00013,50013,50012,00012,00010,00010,000全日全日4/27・28、5/2、7/21～
8/9、8/16～31
4/27・28、5/2、

7/21～8/9、8/16～31
4/27・28、5/2、

7/21～8/9、8/16～31

10,00010,00011,50011,50010,00010,0008,0008,000休前日休前日

8,0008,0009,5009,5007,5007,5005,5005,500平・休日平・休日
4/1～26、5/6～314/1～26、5/6～314/1～26、5/6～31

こどもこども2名2名3名3名4名4名宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数宿泊日／1室人数

13 14

夕食一例（H）

1 望楼NOGUCHI函館
湯の川温泉

ロビー（H）

273件の口コミを参考にしています

夕・朝食付
●和洋室、バス・トイレ付（2～4名）
●IN 15：00　●OUT 10：00
●JR南千歳駅より車で約35分
●駐車場／無料
●夕食：バイキング（レストラン）
　朝食：バイキング（レストラン）

3 しこつ湖鶴雅リゾートスパ 水の謌
支笏湖温泉

とう　　　や

2 ザ･ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ
洞爺湖温泉

客室一例（H）外観（H）

客室一例（H）

外観（H）

4 花  も み  じ
定山渓温泉

客室一例（H）

6 あかん遊久の里  鶴雅
阿寒湖温泉

夕・朝食付

ロビー（H）

5 定山渓鶴雅リゾートスパ 森の謌
定山渓温泉

全 室

288件の口コミを参考にしています

●和洋室、シャワー・トイレ付
　（2～4名）
●IN　15：00　●OUT　10：00
●JR札幌駅より車で約50分
●駐車場／無料
●夕・朝食：バイキング（レストラン）

じょう　   ざん　   けい

露天風呂（H）外観（H）

夕食一例（H）

もみじ湯（H）

176件の口コミを参考にしています

夕・朝食付
●和室、バス・トイレ付（２～５名）
●IN  15：00　●OUT  10：00
●JR札幌駅より車で約50分
●駐車場／無料
●夕食：和食膳(レストラン)
　朝食：バイキング（レストラン）

お宿のこだわりお宿のこだわり
畳の薫り、湯けむりに浮かぶ月、そして
伝統のおもてなしと四季折々の渓谷を
望み和の感性に浸るくつろぎをご提供
します。
お料理は、旬の食材を調理人が心をこ
めた和食会席膳をお楽しみください。

露天風呂（H）

お宿のこだわりお宿のこだわり
北海道の豊かな森林に囲まれた「鶴雅リ
ゾートスパ森の謌」は、私たち人間が森に分
け入ったときに五感で感じる四季が織りなす
感動と森のエナジーや、たおやかに咲く花
や野草、木々の自然をスパイスにさまざまな
森のシーンを表現したリゾートスパです。

じょう　 ざん　 けい

じょう　 ざん　 けい

し　　こつ　　こ

★札幌大通りテレビ塔より
　無料送迎バスあり（完全予約制）
※詳しくはホテルへお問い合わせください

夕・朝食付

596件の口コミを参考にしています

●本館　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）

空中露天風呂空中露天風呂（H）

外観（H）

ゆ　　 　く つる  　　がつる  　　が

つる  　　が もり うた

全 室

（H）庭園露天風呂（H）

お宿のこだわりお宿のこだわり
雄大な自然を感じながら阿寒湖を一望
できる空中露天風呂「天女の湯」や、湯
に入ると目線がほぼ湖面の高さで阿寒
湖との一体感を満喫できる庭園露天風
呂「鹿泉の湯」など、いろいろな浴槽で疲
れを癒す温泉をご堪能ください。

（部屋の一部）

客室一例（H）客室一例（H）

お宿のこだわりお宿のこだわり
あらためて命の源である水に着目し、温
泉、エステ、フィットネス、ウォーキング、食
事、睡眠など、あらゆる面から健康と美
容をトータルプロデュース。癒しと健康を
テーマに新しいスタイルをご提供する温
泉リゾートホテルです。

夕・朝食付

151件の口コミを参考にしています

●SUITE（洋室又は和洋室／2～4名）
●IN 14：00　●OUT 12：00
●函館空港より車で約10分
●駐車場／無料
●夕食：和洋創作料理（お食事処）
　朝食：和食又は洋食セットメニュー
　　　 （お食事処）

SUITE／客室一例（H）

露天風呂（H）

614件の口コミを参考にしています

●スーペリアルーム海側（洋室）
　バス・トイレ付（2～3名）
●IN  15：00　●OUT  12：00
●JR洞爺駅より車で約30分
●駐車場／無料
●朝食：洋食セットメニュー又は和定食
　※ご夕食ご希望の場合は
　　お客様自身で事前の
　　ご予約をおすすめします。

外観・夏（H）

お宿のこだわりお宿のこだわり
洞爺湖と内浦湾を見下ろす山頂に停
泊した豪華客船をイメージしたホテル。
世界最高水準の滞在型リゾートホテル
を創造し、上質でさりげないこだわりと
心和むサービスをお届けします。

外観（H）外観（H）

お宿のこだわりお宿のこだわり
まるで美術館を訪れたような雰囲気漂う
エントランスや時間を忘れさせてくれるよ
うに寛げるSUITEFLOORなど、ゆとりの
空間がいくつも広がっています。心と体
が癒されるのを感じながら、心地よいひと
ときをお過ごしください。 ●お部屋の広さ：SUITE（洋室又は和洋室）120㎡

●お部屋の広さ：スーペリアツイン　40㎡

●お部屋の広さ：和洋室　55～62㎡

客室一例（H）

朝食付
2名1室利用／14,000円追加割増
3名1室利用／10,000円追加割増

朝食付

おひとり様1泊につき
スーペリアルームの割増代金より

■洋室、バス・トイレ付（2～3名)
■朝食：洋食セットメニュー又は和定食

連泊に快適な58㎡のくつろぎの空間。バスルームにも
こだわり、全室にシャワーブースと液晶テレビを設けました。

ジュニアスイートルーム海側

お部屋
グレードアップ

客室一例・スーペリアツイン（H）客室一例・スーペリアツイン（H）

みず うた

全 室

●お部屋の広さ：和洋室　42㎡

ぼう　　　ろう


