
鬼怒川温泉
鬼怒川温泉
川治温泉

那須塩原温泉
那須塩原温泉
湯西川温泉

鬼怒川ロイヤルホテル
伊東園ホテルニューさくら
一柳閣本館
伊東園ホテル塩原
ホテルニューもみぢ
ホテル湯西川

奥久慈大子温泉 ホテル奥久慈館

南房総白浜温泉 南国ホテル

湯の川温泉 湯の川観光ホテル 祥苑

彦根市

越後大湯温泉 ホテル湯元
会津東山温泉

飯坂温泉
あだたら高原岳温泉

会津東山温泉
飯坂温泉

あだたら高原岳温泉

東山パークホテル新風月
伊東園ホテル飯坂 叶や
鏡が池 碧山亭

白樺湖畔
浅間温泉

戸倉上山田温泉
小諸温泉

湯田中渋温泉

白樺湖ビューホテル
伊東園ホテル浅間の湯
リバーサイド上田館
小諸グランドキャッスルホテル
ホテル水明館

箱根湯本温泉
湯河原温泉

伊東園ホテル箱根湯本
ホテル四季彩

伊東温泉
伊東温泉
伊東温泉
熱川温泉
稲取温泉
下田温泉
下田温泉
土肥温泉
松崎温泉
大仁温泉

伊豆長岡温泉

伊東園ホテル
伊東園ホテル別館
伊東園ホテル松川館
伊東園ホテル熱川
伊東園ホテル稲取
下田伊東園ホテル橤岬
下田海浜ホテル
伊東園ホテル土肥
西伊豆松崎 伊東園ホテル
大仁ホテル
伊豆長岡 金城館

熱海温泉
熱海温泉

伊東園ホテル熱海館
ウオミサキホテル

熱海温泉
熱海温泉
熱海温泉
熱海温泉

伊東園リゾート
熱海ニューフジヤホテル
熱海金城館
ホテル大野屋
アタミシーズンホテル

静岡

滋賀

長野

群馬

新潟
福島

神奈川

茨城

栃木

北海道

千葉

彦根ビューホテル

草津温泉
伊香保温泉
伊香保温泉
四万温泉
老神温泉
水上温泉

伊東園ホテル草津
伊香保グランドホテル
金太夫
伊東園ホテル四万
伊東園ホテル尾瀬老神 山楽荘
ホテル湯の陣

くわしくはホテルへお問合せまたは公式ホームページにてご確認ください。
2018年10月1日より宿泊料金の改定を予定しております。

※写真はイメージです。　※掲載内容は2018年3月1日現在のもので、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

伊東園ホテルズ・伊東園リゾートは、
　  有名温泉地に全44館展開しています。

ご予約や詳しい内容は公式ホームページをご覧ください。 http://www.itoenhotel.com伊東園ホテルズ

バイキング
飲み放題

（
90
分
）

生ビール・日本酒・サワー・焼酎・ソフトドリンク

7,800円～税別1泊2食付
大人1名様
お一人様も大歓迎!!

※サービス料込／消費税・入湯税別  ※アルコールは夕食時のご提供となります。
一部のホテルでは料金が異なります。また、シーズン料金の設定があるホテルがございます。

小人 6,800円（税別）、幼児 4,900円（税別）、3歳未満 無料

いつでも思い立ったらすぐ行ける日本の身近な温泉宿。

優待サービスのご案内
～ 契約団体様限定 ～

2018年4月1日㈰泊～2019年3月31日㈰泊の電話予約を対象に
大人料金の優待サービスを実施いたします。

※上記優待サービスは、大人1名様のご宿泊料金（1泊2食付・1泊朝食付・素泊まり）が対象となります。
※利用券・補助券との併用は可能ですが、他の優待券・各種割引プランとの併用はできません。

平日・休日

土曜・祝前日・特定日

500円引
300円引
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1泊2食付
バイキングプラン
［大人1名様］ ※アタミシーズンホテルは創作ビュッフェプラン

飲み放題付き（90分）
アルコールドリンク・ソフトドリンク9,800円～税別

※サービス料込／消費税・入湯税別

熱海ニューフジヤホテル ｜ 熱海金城館 ｜ ホテル大野屋 ｜ アタミシーズンホテル

特別な熱海温泉旅行を。

※詳細は、各ホテルへお問合せください。

これまでよりさらにグレー
ドアップしたバイキングメ
ニューと、アルコールドリン
ク飲み放題も種類豊富な
ラインナップに。

快適な時間をお過ごしい
ただけますよう、寛げる客
室空間へと改装工事を
行っております。ご要望の
多かった禁煙客室の導入・
館内の分煙化も進めてま
いります。

熱海駅を中心とした4館の
ホテルを乗り降り自由なバ
スが巡回いたします。手ぶ
らで観光、浴衣で湯めぐり
をお楽しみください。

お食事 観光客室

〒413-0013　静岡県熱海市銀座町1-16

ご予約・お問合せ

ホテル直通 ☎0557-81-0111
0570-022-780

〒413-0022　静岡県熱海市昭和町10-33

ご予約・お問合せ

ホテル直通 ☎0557-81-6261
0570-023-780

〒413-0023　静岡県熱海市和田浜南町3-9

ご予約・お問合せ

ホテル直通 ☎0557-82-1121
0570-024-780

〒413-0019　静岡県熱海市咲見町6-1

ご予約・お問合せ

ホテル直通 ☎0557-86-1551
0570-025-780

大仁ホテル

〒410-2322 静岡県伊豆の国市吉田1178

静岡県／伊豆大仁温泉

伊豆長岡 金城館

〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡1035-1

静岡県／伊豆長岡温泉

8,800円の宿大人1名様
1泊2食付

サービス料込み／消費税・入湯税別

伊東園ホテル箱根湯本
神奈川県／箱根湯本温泉

〒250-0312 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋95-1

伊東園ホテル草津
群馬県／草津温泉

〒377-1711　群馬県吾妻郡草津町草津464-1051

鏡が池 碧山亭
福島県／あだたら高原岳温泉

〒964-0074　福島県二本松市岳温泉2-13

ホテルニューもみぢ
栃木県／那須塩原温泉

〒329-2921　栃木県那須塩原市塩原1074
※ご夕食は創作和食膳となります。

※ご夕食は創作和食膳となります。

9,800円の宿大人1名様
1泊2食付

サービス料込み／消費税・入湯税別

小諸グランドキャッスルホテル

伊東園ホテル尾瀬老神 山楽荘

伊東園ホテル
静岡県／伊豆伊東温泉

0570-032-780
ホテル直通 ☎0557-35-1234

0570-027-800
ホテル直通 ☎0470-38-5759

0570-059-780
ホテル直通 ☎0278-72-4111

0570-055-780
ホテル直通 ☎025-795-2221

0570-050-780
ホテル直通 ☎0242-26-3690

0570-051-780
ホテル直通 ☎024-541-2311

0570-085-780
ホテル直通 ☎0267-55-6211

0570-083-780
ホテル直通 ☎0263-46-1411

0570-081-780
ホテル直通 ☎026-275-1881

0570-082-780
ホテル直通 ☎0267-22-8000

0570-002-780
ホテル直通 ☎0295-72-0650

0570-003-780
ホテル直通 ☎0288-77-2111

0570-004-780
ホテル直通 ☎0288-77-0048

0570-005-780
ホテル直通 ☎0288-78-1111

0570-009-780
ホテル直通 ☎0288-98-0370

0570-067-780
ホテル直通 ☎0287-32-2811

0570-061-780
ホテル直通 ☎0279-72-3131

0570-062-780
ホテル直通 ☎0279-72-3232

0570-080-780
ホテル直通 ☎0269-33-2168

0570-047-800
ホテル直通 ☎0749-26-1111

0570-030-780
ホテル直通 ☎0138-36-1000

0570-057-780
ホテル直通 ☎0279-64-2201

0570-060-780
ホテル直通 ☎0278-56-2511

0570-033-780
ホテル直通 ☎0557-32-5500

0570-034-780
ホテル直通 ☎0557-37-3100

0570-035-780
ホテル直通 ☎0557-23-2200

0570-036-780
ホテル直通 ☎0557-95-8500

0570-038-780
ホテル直通 ☎0558-22-3111

0570-039-780
ホテル直通 ☎0558-22-2065

0570-040-780
ホテル直通 ☎0558-98-0168

0570-041-780
ホテル直通 ☎0558-42-2111

0570-020-780
ホテル直通 ☎0557-83-2000

0570-021-780
ホテル直通 ☎0557-86-2211

0570-046-780
ホテル直通 ☎0465-60-3334

伊東園ホテル別館
静岡県／伊豆伊東温泉

〒414-0018 静岡県伊東市寿町2-4

〒414-0011 静岡県伊東市松川町1-12

伊東園ホテル松川館
静岡県／伊豆伊東温泉

〒414-0018 静岡県伊東市寿町1-1

伊東園ホテル熱川
静岡県／伊豆熱川温泉

〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1267-2

伊東園ホテル稲取
静岡県／伊豆稲取温泉

〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1021-24

伊東園ホテル熱海館
静岡県／伊豆熱海温泉

〒413-0011 静岡県熱海市田原本町4-16

伊東園ホテル塩原
栃木県／那須塩原温泉

〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原2196-4

ホテル湯西川
栃木県／湯西川温泉

〒321-2601 栃木県日光市湯西川597

伊香保グランドホテル
群馬県／伊香保温泉

〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保550

金太夫
群馬県／伊香保温泉

〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保19

伊東園ホテル四万
群馬県／四万温泉

〒377-0601 群馬県吾妻郡中之条町四万4358-1

群馬県／尾瀬老神温泉

〒378-0322 群馬県沼田市利根町老神583

ホテル湯の陣
群馬県／水上温泉郷・ゆびそ温泉

〒379-1728 群馬県利根郡みなかみ町ゆびそ208

ホテル湯元
新潟県／越後大湯温泉

〒946-0087 新潟県魚沼市上折立460

東山パークホテル新風月
福島県／会津東山温泉

〒965-0814 福島県会津若松市東山町大字湯本字積り99

伊東園ホテル飯坂 叶や
福島県／飯坂温泉

〒960-0211 福島県福島市飯坂町湯野字上川原2-4

白樺湖ビューホテル
長野県／信州蓼科・白樺湖畔

〒391-0321 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野白樺湖1525

伊東園ホテル浅間の湯
長野県／信州松本・浅間温泉

〒390-0303 長野県松本市浅間温泉3-4-9

リバーサイド上田館
長野県／信州・戸倉上山田温泉

〒389-0807 長野県千曲市大字戸倉温泉3055

ホテル水明館
長野県／湯田中渋温泉

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏2941

長野県／小諸市

〒384-0032 長野県小諸市古城1-1-5

彦根ビューホテル
滋賀県／彦根市

〒522-0002 滋賀県彦根市松原町網代口1435-91

湯の川観光ホテル祥苑
北海道／函館・湯の川温泉

〒042-0932 北海道函館市湯川町2-4-20

ホテル四季彩
神奈川県／湯河原温泉

〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上235

南国ホテル
千葉県／南房総白浜温泉

〒295-0102 千葉県南房総市白浜町白浜2544-1

ホテル奥久慈館
茨城県／奥久慈大子温泉

〒319-3551 茨城県久慈郡大子町池田2369-3

下田伊東園ホテル橤岬
静岡県／伊豆下田温泉

〒415-0015 静岡県下田市武ガ浜6-12

下田海浜ホテル
静岡県／伊豆下田温泉

〒415-0023 静岡県下田市3-26-7

伊東園ホテル土肥
静岡県／西伊豆土肥温泉

〒410-3303 静岡県伊豆市八木沢3864

西伊豆松崎 伊東園ホテル
静岡県／西伊豆松崎温泉

〒410-3624 静岡県賀茂郡松崎町江奈211-5

鬼怒川ロイヤルホテル
栃木県／鬼怒川温泉

〒321-2522 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1426-2

伊東園ホテルニューさくら
栃木県／鬼怒川温泉

〒321-2522 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1060

一柳閣本館
栃木県／川治温泉

〒321-2612 栃木県日光市川治温泉高原46

トップシーズン
ご利用時、料金
が変わります。詳
細はホテルへお
問合せください。

※伊東園ホテル別館・下田海浜ホテル・伊東園ホテルニューさくら［南館］・
　伊東園ホテル尾瀬老神山楽荘［別館］は、大人1名様（1泊2食付）6,800円となります。7,800円の宿大人1名様

1泊2食付
サービス料込み／
消費税・入湯税別

ウオミサキホテル

〒413-0023 静岡県熱海市和田浜南町7-2

静岡県／伊豆熱海温泉

㈱伊東園ホテルズ 東京都豊島区南池袋1-10-13 　旅行業登録：東京都知事登録旅行業 第2ー6872号

※掲載内容は、2018年3月1日現在の情報です。
※イベント・企画等は、予告なく変更または終了となる場合がございます。予めご了承ください。 ※写真はすべてイメージです。

0570-045-780
ホテル直通 ☎0460-85-7461

0570-043-780
ホテル直通 ☎0558-76-1111

0570-044-780
ホテル直通 ☎055-948-6500

0570-058-780
ホテル直通 ☎0279-88-1521

0570-052-780
ホテル直通 ☎0243-24-2008

0570-068-780
ホテル直通 ☎0287-32-3215

トップシーズン
ご利用時、料金
が変わります。詳
細はホテルへお
問合せください。

くわしくはホテルへお問合せまたは公式ホームページにてご確認ください。
2018年10月1日より宿泊料金の改定を予定しております。

伊東園ホテルズ
私たちのおもてなし

夕食・朝食バイキング
お食事はお好きな物をお好きなだけ

無料飲み放題付き
アルコール・ソフトドリンク

※アルコールは夕食時のみとなります。

※ご提供方法が異なるホテルがございます。

ゆとりのチェックアウト12時
チェックインも15時。早めに到着しても、
館内施設をご利用いただけます。

カラオケ・卓球など
充実の無料施設
※無料施設やサービスはホテルにより異なります。
　詳細はお問合せください。

※写真はすべてイメージです。


