
32,100円 ～ 41,500円32,100円 ～ 41,500円

ご家族一緒に楽しめる！！
東武トップツアーズ厳選

富山富山 石川・長野
新潟・群馬
石川・長野
新潟・群馬

延楽（対峰閣） 美肌の湯として知られる宇奈月を峡谷美とともにご堪能いただけます。
全室が清流・黒部川に面した落ち着いた和室です。

延対寺荘（菊亭)(蘭亭）黒部川の断崖に建ち、息を呑むようなパノラマが広がるお宿。

おトクなポイントおトクなポイント
◆誕生日、結婚記念日の記念日旅行の方に夕食時
　ワンドリンク1杯付き（※予約時にお伝え下さい）

おトクなポイントおトクなポイント
◆夕食時に
　お酒またはジュース1本付

IN 15:00
部屋 【対峰閣】和室（12.5畳＋踏込3畳）
夕食 旬彩膳（お部屋または個室食事処）

※選べません。5名以上の場合は個室食事処となります。
朝食 和定食（夕食と同じ場所）

OUT 10:00 客室数 60室

2名～5名人　数 料　金

13,900円 ～ 36,800円13,900円 ～ 36,800円

IN 15:00
部屋 〈基本〉【菊亭】和室（10畳）、〈客室＋料理アップ〉【蘭亭】和室（10畳＋6畳）
夕食 〈基本〉【菊亭】菊の宴会席（レストラン）、〈客室＋料理アップ〉【蘭亭】蘭の華御膳（レストラン）
朝食 バイキングまたは和定食（レストランまたはバイキング会場）※選べません

OUT 10:00 客室数 85室

2名～5名人　数 料　金

11,100円 ～ 29,800円11,100円 ～ 29,800円
2名～6名人　数

料　金

黒部・宇奈月温泉 やまのは 富山地方鉄道宇奈月温泉から最も近いホテル。
棚田状展望露天風呂「棚湯」からは黒部川や黒部峡谷鉄道も一望。

おトクなポイントおトクなポイント
◆レイトチェックアウト 11：00（通常10：00）
◆ペットボトルのお水1本付（1泊につきおひとり様1本）
◆誕生日、結婚記念日の記念日旅行の場合
　デザートプレート付（記念日前後1週間）
　（※予約時にお伝え下さい）
◆ラウンジにてコーヒー無料
◆卓球（30分）利用無料（通常500円）
◆トロッコ列車乗車中の駐車無料

IN 15:00
部屋 和室（12畳）
夕食 ライブキッチンバイキング（レストラン）
朝食 ライブキッチンバイキング（レストラン）

OUT 11:00（通常10：00） 客室数 141室

2名～6名人　数 料　金 30,800円 ～ 144,650円30,800円 ～ 144,650円

富山県 Toyama ※消費税・サービス料込　入湯税別

宇奈月
温泉

宇奈月
温泉

宇奈月
温泉

リバーリトリート雅楽倶

・表示額に関する詳しい内容はお問い合せ下さい。
・表記金額より、　　　　　　になります。
・表示額に関する詳しい内容はお問い合せ下さい。
・表記金額より、　　　　　　になります。20％引き20％引き

オススメ
の宿
オススメ
の宿

2021/7月29日～10月31日まで2021/7月29日～10月31日まで

特  集 厳選 宇奈月温泉オススメの宿

期  間

神通峡
春日温泉

2名～6名人　数 料　金 13,750円 ～ 30,800円13,750円 ～ 30,800円
磯はなび雨晴温泉

氷見
温泉郷

立山

2名～5名人　数 料　金 13.900円 ～ 27.400円13.900円 ～ 27.400円
くつろぎの宿 うみあかり（星の棟）

1名～3名人　数 料　金 18,400円 ～ 49,000円18,400円 ～ 49,000円
ホテル森の風立山

2名～8名人　数 料　金 21,780円 ～ 24,200円21,780円 ～ 24,200円
大牧温泉観光旅館

2名～6名人　数 料　金 15,400円 ～ 50,600円15,400円 ～ 50,600円
風流味道座敷 ゆめつづり庄川温泉

庄川温泉

庄川温泉

越中
つるぎ
温泉

2名～4名人　数 料　金 14,300円 ～ 35,200円14,300円 ～ 35,200円
鳥越の宿 三楽園

2名一室人　数 料　金 17,710円 ～ 32,890円17,710円 ～ 32,890円
つるぎ恋月 ※ベーシックプラン

（部屋タイプは基本おまかせになります。）

地元で愉しもう！地元で愉しもう！

とやま観光キャンペーンとやま観光キャンペーン
第2弾

予約・販売期間予約・販売期間 2021/7/1木～10/31日
利用期間利用期間 2021/7/1木～12/31金

※2022年1月1日チェックアウトまで。詳細はお問い合わせください。
※予算が上限に達したら終了いたします。

同居のご家族、
4名以下のグループ

限定！

富山県民
富山県内
限定！

プレミアム宿泊券

旅行
通信
2021.7.28
厚生会指定店

広　告

富山県教職員厚生会

富山支店



伊藤　信彦

フリガナ
会員（職員）番号 参加者氏名 性別 年齢 住　　　　　　　　所

〒　　　－　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　）　　　－　　　　　　　　FAX（　　　　）　　　－
　　　　　　　　　　　　　E-mail

郡
市

町
村

旅行申込書
（所属所　　　　　　　　　　　）（出発日　　　　　　　　） TEL（　　　　） 　　　　－申込みコース名

男
・
女

フリガナ 〒　　　－　　　　　　　　ＴＥＬ（　　　　）　　　－　　　　　　　　FAX（　　　　）　　　－
　　　　　　　　　　　　　E-mail

郡
市

町
村

男
・
女

申込書送付先：〒930-0029  富山市本町9-10  大同生命富山ビル7階  東武トップツアーズ㈱ 富山支店 ※家族の範囲は２親等までです。
※旅行手配のために必要な範囲内での運送機関、保険会社等への
　個人情報の提供について同意のうえ本旅行に申込いたします。

キリトリ線

E-mail:toyama9@tobutoptours.co.jp

石川県 Ishikawa

長野県 Nagano

新潟県 Niigata

群馬県 Gunma

※消費税・サービス料込　入湯税別

※消費税・サービス料込　入湯税別

※消費税・サービス料込　入湯税別

※消費税・サービス料込　入湯税別

1名～2名人　数

料　金 25,000円 ～ 40,000円25,000円 ～ 40,000円

白鷺の湯 能登海舟和倉温泉

2名～6名人　数 料　金 12,300円 ～ 44,000円12,300円 ～ 44,000円
ゆのくに天祥（白雲本館）（白雲南館）（天祥の館）山代温泉

2名～5名人　数 料　金 18,000円 ～ 33,000円18,000円 ～ 33,000円
加賀屋姉妹館 あえの風（西の風）（東の風）和倉温泉

2名～6名人　数 料　金 13,500円 ～ 42,600円13,500円 ～ 42,600円
葉渡莉（萩の棟）（藤の棟）山代温泉

2名～5名人　数 料　金 11,900円 ～ 38,200円11,900円 ～ 38,200円
ホテル海望-本館（街側）和倉温泉

2名～6名人　数 料　金 9,500円 ～ 31,600円9,500円 ～ 31,600円
かがり吉祥亭山中温泉

2名～5名人　数 料　金 11,100円 ～ 24,300円11,100円 ～ 24,300円
ユルイの宿 恵山昼神温泉

1名～4名人　数 料　金 20,500円 ～ 42,000円20,500円 ～ 42,000円
上林ホテル 仙壽閣上林温泉

1名～4名人　数 料　金 11,200円 ～ 24,500円11,200円 ～ 24,500円
一茶のこみち 美湯の宿湯田中

温泉

1名～6名人　数 料　金 18,100円 ～ 58,300円18,100円 ～ 58,300円
白玉の湯 華鳳月岡温泉

2名～5名人　数 料　金 11,600円 ～ 28,200円11,600円 ～ 28,200円
岩室 ゆもとや（やひこ館）岩室温泉

2名～5名人　数 料　金 16,000円 ～ 28,500円16,000円 ～ 28,500円
大阪屋旅館草津温泉

2名～5名人　数 料　金 14,900円 ～ 37,900円14,900円 ～ 37,900円
福一伊香保

温泉

七尾湾を望む全室オーシャンビューの
天然温泉露天風呂付の宿。

2021年春開業

おトクなポイントおトクなポイント
◆色浴衣貸出無料
◆夜食夜鳴きそばをご用意


