
《ご案内とおことわり》
●パンフレット掲載の料理写真については一例です。季節により一部料理内容、使用する素材や器が
変わる場合があります。また、器や盛り付けが人数により変わる場合もあります。
●旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合も、消費税
等の諸税が課せられますのでご了承ください。
●写真はイメージです。

1 ご予約は当社へお電話にてお申し込みください。（直接、
旅館・ホテルへのご予約は受付しておりません）

2 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、その他旅館の
定める期間は除きます。

3 お部屋数限定プランのため、満室などでお取りでき
ない場合もあります。
ご予約後の変更・取消は当社までご連絡ください。4
 5

あすなろ倶楽部のポイントの対象とはなりません。
 
6

各プランの取扱いにつきましては、当社募集型企画
旅行約款によります。

お申し込みのご案内

お申し込み・お問い合わせは

1．募集型企画旅行契約

2．旅行申し込み及び契約の成立
（1） お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金

。すまい扱り取てしまたは全部と部一の」料約違「」料消取「は又」金代行旅は「
（2） 当社は、電話・郵便・ファクシミリ・Eメール・インターネットおよびその他通信手段に

よるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社
が予約の旨を通知した後、予約申し込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込
金を提出されない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。

（3） 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し事項の申込金を受領したときに成
立するものとします。

（4） お申込金（お一人様）

3．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行の開始日の前日から起算して14日前にあたる日より前にお支払いいただ
きます。

4．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した宿泊費、食事代、サービス料、及び消費税等諸税。
上記諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

5．旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提
供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関
与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得
ない時は、お客様に予め当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関
係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容（以下「契
約内容」といいます）を変更することがあります。但し緊急の場合において止むを得ない時
は、変更後に説明いたします。

6．お客様による旅行契約の解除
（1） お客様は当社の定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解

除することができます。
（2） お客様は下記に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。

Ａ 契約内容の重要な変更が行われたとき
Ｂ 旅行代金が増額改訂されたとき
Ｃ 天災地変、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他事由
により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れ
が極めて大きいとき

Ｄ 当社がお客様に対して別途定める期日までに最終旅行行程表を交付しなかったとき
Ｅ 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき

7．当社による旅行契約の解除および催行中止
（1） お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除す

ることがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
（2） 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

Ａ お客様が当社の予め明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たして
いない事が明らかになったとき

Ｂ お客様が病気その他事由により当該旅行に耐えられないと認められたとき
Ｃ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれが
あると認められたとき

Ｄ お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき
Ｅ 天災地変、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他事由
により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れ
が極めて大きいとき

（3） 当社は本項（1）により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金ある
いはお申込金から違約料を差引いて払い戻しをいたします。又本項（2）により旅行契
約を解除したときはすでに収受している旅行代金あるいはお申込金を払い戻しいた
します。

8．取消料
（1） 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対して

お一人様につき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更
に対する差額代金をそれぞれいただきます。

9．当社の責任及び免責事項
（1） 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた

ときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し次のような場合は原則として責
任を負いません。天災地変、暴動、運送、宿泊機関の事故もしくは火災、運輸機関の遅延、
不通又はこれらと供に生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、伝染
病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

10．特別補償
（1） 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、又は手

荷物に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規定によりあらかじめ定
める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が第10項の責任を負う事になったと
きは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。

（2） お客様が当旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当旅行
に含まれない場合で自由行動中の危険な事故によるものであるときは当社は（1）の補
償金、見舞金を支払いません。

11．旅程管理（添乗員等）
当パンフレット記載のコースに関しましては添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行
サービスの提供を受ける為に必要なクーポン類をお渡しさせていただきますので、旅行
サービスの提供を受ける為の手続はお客様自身で行っていただきます。

12．旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件は、2020年9月1日を基準日としています。また、旅行代金は、2020年9月
1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

13．その他
この本文中に定めのない事項に関しましては「標準旅行業約款（募集型企画旅行契約）」により
ます。上記約款をご希望の方は、ご請求ください。

個人情報の取り扱いについて
1. 株式会社北鉄航空（以下、「当社」という）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、
旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間
の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行におい
て運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための
手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

 ※このほか、当社及び販売店では、（1）会社及び会社と提携する企業の商品やサービ

ス、キャンペーンのご案内。（2）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（3）
アンケートのお願い。（4）特典サービスの提供。（5）統計資料の作成。に、お客様の
個人情報を利用させていただくことがあります。

2. 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメー
ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについ
て、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企
業は、それぞれの企業の営業案内、催し物等のご案内、ご購入いただいた商品の発送

のために、これを利用させていただくことがあります。
3. 当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人デー
タを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号
及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付する
ことによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を
希望される場合は、当社お問い合わせ窓口宛に出発前までにお申し出ください。

旅行条件書（旅行業法12条4に定める取引条件説明書面及び同法12条5に定める契約書面の一部となります。）　
お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。

国内旅行傷害保険加入のおすすめ
当社は、当社旅行業約款により、お客様が当旅行中に被られた損害については一定の範
囲で補償させていただきますが、より一層安心してご旅行いただくため、お客様ご自身
で保険をかけられることをおすすめいたします。

旅行代金（お申込金）

30,000円未満（ 6,000円）

60,000円未満（12,000円）

100,000円未満（20,000円）

旅行代金（お申込金）

150,000円未満（ 30,000円）

150,000円以上（旅行代金の20%）

取消料（お一人様）
無料
取消人員14名以下の場合無料
取消人員15名以上の場合旅行代金の20%

旅行代金の50%
旅行代金の20%

旅行代金の100%

契約解除の日
1）6日目にあたる日以前の解除旅行開始

日の前日
から起算
してさか
のぼって

2）5日目にあたる日以降の解除（3～5を除く）

4）当日の解除（午前9時まで 5を除く）
3）3日目にあたる日以降の解除（4～5を除く）

5）当日の解除（午前9時以降）または無連絡不参加

北陸鉄道グループの

特急バスが
便利！

TEL.（076）237-5115
www.hokutetsu.co.jp

北陸鉄道 テレホンサービスセンター

山中温泉山代温泉片山津温泉 輪島温泉 へは鉢ヶ崎温泉

この旅行は、株式会社北鉄航空（以下「当社」という）が企画・募集・実施する旅行であり、こ
の旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また募
集型企画旅行の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の他、本旅行条件書、及
び当社募集型企画旅行約款によります。

※特急バスは自由席です。（予約不要）。　※バス時刻・停留所は一部のみ記載しています。　
※時刻･料金･のりばなどは2020年9月1日現在のダイヤです。ただし、予告なく変更される場合がありますので、ご乗車の際はご確認ください。

（粟津温泉は経由しません。北陸自動車道を走行します。）

加賀ゆのさと特急（温泉特急線） 輪島特急線 珠洲特急線

ランチ
“華” 
コース

ランチ
“彩” 
コース

めいてつ・エムザ 
ご利用券
3,000円

めいてつ・エムザ 
ご利用券
3,000円

名鉄 
スカイパーキング
3時間駐車券

名鉄 
スカイパーキング
3時間駐車券

✚ ✚✚ ✚

営業時間   ［ 平日 ］ 9：00～17：15  ［ 土曜 ］ 9：00～12：30 （日・祝 休）

旅行センター（北鉄金沢バス 野々市車庫2階）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行
を取扱う取引責任者です。ご旅行の契約に関
し担当者（外務員）からの説明に不明な点がご
ざいましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者
にお尋ねください。

本社：石川県野々市市横宮町11番2号  
総合旅行業務取扱管理者／古田和己

観光庁長官登録旅行業第1702号 

旅行企画・実施
旅行業公正取引協議会会員

一般社団法人
日本旅行業協会会員

TEL.(076)287-51800120-316-100
北鉄航空は、電車･バス広告、メディア広告、各種損害保険、がん･医療保険も取り扱っています。お問い合わせは、広告部直通 076-287-5103　保険サービスセンター直通 076-287-5113
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13:07
17:27

金　沢 片山津
温泉

山代温泉
東口

山中温泉
菊の湯前

金沢駅西口
3番のりば発

片道
1,160円

片道
1,260円

片道
1,370円

10:20
15:00
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14:20
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14:05
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9:10
13:50

12:00
13:15
14:15

→
14:26
15:29
16:41

金　沢 輪島駅前

金沢駅西口
7番のりば発

片道
2,300円

11:42
12:30
14:00

←
9:10

10:10
11:40

10:40
13:30 → 13:43

16:33

金　沢 すずなり館
前

金沢駅西口
7番のりば発

片道
2,730円

12:39
16:28 ← 9:31

13:20

選べる2つのプラン
癒湯プラン
遊湯プラン

2020年

10月
2021年

9月

いしかわの

温泉宿

近くのくつろぎ

粟津温 泉
辰 口 温 泉
和 倉 温 泉
輪 島 温 泉
鉢ヶ崎温泉

山 中 温 泉
山 代 温 泉
片山津温泉

年　間
保存版

多田屋・陶器の露天風呂（イメージ）

ANAホリデイ・イン
金沢スカイ

四川料理 鳳凰
※ランチ時間  11：30〜14：30 ［14：00 L.O.］　※めいてつ・エムザの休業日にご注意ください。

ショッピング+ランチセットプラン 華
はな

ショッピング+ランチセットプラン 彩
いろどり

5,800円 5,300円

A B

□ お客様担当者（外務員）

ご予約は北鉄航空までお申し込みください。

北鉄航空ホームページ  http：//www.hokutetsukoku.jp/travel/
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日本海育ちの海の幸、大自然に育まれた山の幸、能登の味覚両方を堪能いただけます。都会の喧噪を忘れて、能登湾の静寂に身も心も癒やされます。

イメージイメージ イメージイメージ

イメージイメージ
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お祭りの寄り合いの雰囲気そのままに、華やかで楽しい夜のひとときをお過ごしください。海と島・山が織りなす景色を見下ろしながらの湯浴みは夢ごこちです。

心のぬくもりを大切に、さわやかなおもてなしでお客様をお迎えいたします。

小さな気配りと心配りを重ね、一期一会の感動と感謝の気持ちを大事に今日もお待ちしております。

▪ パンフレットの見方

サービス料 諸税込2020年10月1日〜2021年9月30日 宿泊分まで有効期間

1 旅館では食事内容およびサービス内容の提供により、
  こどもA・こどもBの2種類の料金に分かれます。
こどもA  大人に準じた（数品または量が少ない程度）お食事および寝具の使用。
こどもB  こども用（お子様ランチ風）のお食事および寝具の使用。

▪こども旅行代金は小学生（旅行開始日当日を基準）の方に適用となります。
▪こども旅行代金は特に記載がない限り2名1室からの適用となります（大人2名以上1室からの適用）。

大人1名+こども1名以上で1室となる場合、こども1名様分は大人代金になります。
▪こどもAおよびこどもBともに1部屋あたりの利用人員に含まれません。

サウナのあるお宿
（男性または女性専用の場合あり）

サウナ

プールのあるお宿プール

Wi-Fi接続ができるお宿Wi-Fi

貸切風呂のあるお宿
（事前予約、有料）

貸切

露天風呂のあるお宿露天

加水・加温・ろ過装置など使用のかけ流し温泉
（全ての浴槽が「かけ流し」とは限りません）

かけ流し
加水･加温

温泉があります
（施設により「加水」「加温」「循環」「消毒殺菌」等を
使用していることがあります）
※全ての浴場が温泉とは限りません
※客室（露天風呂付客室を含む）内の浴槽はマーク表記の対象外としています

温泉 カラオケ15名様以上
宴会時サービス

15名
以上

癒湯プラン

癒湯プラン
遊湯プラン

近くの
くつろぎ

1泊2食

▪ こども・幼児について

和倉温泉

和倉温泉

2 幼児施設使用料について
  こども料金を適用しない幼児（小学校未就学児）で、寝具やお食事を必

要とされない場合、お客様のご希望の有無に関わらず施設使用料が
必要となる施設があります。（現地払いです）

期　間 12/1〜25、1/4〜3/31
10/1〜11/30、

4/1〜28、5/6〜8/6、
8/16〜9/30

平　日 休前日 平　日 休前日
西の風

大
　
人

4名以上1室 20,000円 24,500円 23,000円 26,000円
3名1室 22,500円 27,000円 25,500円 28,500円
2名1室 26,500円 31,000円 29,500円 32,500円

こどもA 18,600円 21,700円 20,700円 22,800円
こどもB 13,300円 15,500円 14,800円 16,300円

20,000円〜32,500円
◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

期　間 12/1〜25、1/4〜3/31
10/1〜11/30、

4/1〜28、5/6〜8/6、
8/16〜9/30

平　日 休前日 平　日 休前日
能登客殿

大
　
人

4名以上1室 23,000円 27,500円 28,500円 32,000円
3名1室 27,000円 31,500円 32,500円 36,000円
2名1室 32,000円 36,500円 37,500円 41,000円

こどもA 22,400円 25,600円 26,300円 28,700円
こどもB 16,000円 18,300円 18,800円 20,500円

能登渚亭

大
　
人

4名以上1室 30,000円 34,000円 35,500円 38,500円
3名1室 34,000円 38,000円 39,500円 42,500円
2名1室 41,500円 45,500円 47,000円 50,000円

こどもA 29,100円 31,900円 32,900円 35,000円
こどもB 20,800円 22,800円 23,500円 25,000円

雪月花

大
　
人

4名以上1室 35,000円 40,000円 42,000円 45,500円
3名1室 40,000円 45,000円 47,000円 50,500円
2名1室 48,500円 53,500円 55,500円 59,000円

こどもA 34,000円 37,500円 38,900円 41,300円
こどもB 24,300円 26,800円 27,800円 29,500円

23,000円〜59,000円
◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

旅行代金（大人お一人様）

旅行代金（大人お一人様）

※2歳〜未就学児の施設使用料は1,100円です。（現地払い）

※2歳〜未就学児の施設使用料は2,200円(バイキング朝食付)です。 
（現地払い）

▪お部屋／和室
▪お食事／夕食：  （能登客殿）レストラン又は宴会場にて会席料理
      （能登渚亭、雪月花）お部屋または宴会場にて会席料理
   朝食：  （能登客殿）レストラン又は宴会場にて和定食
      （能登渚亭、雪月花）お部屋又は宴会場にて和定食
▪交通／JR和倉温泉駅からバスで約10分

▪チェックイン／15：00
▪チェックアウト／10：00
▪泉質／塩化物泉

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス
▪大人1名様につき館内利用券1,000円付（こども料金対象外）

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ レストラン又は宴会場にて
   夕食：会席料理
   朝食：バイキング
▪交通／ JR和倉温泉駅からバスで
  約5分
▪チェックイン／15：00
▪チェックアウト／10：00
▪泉質／塩化物泉

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス
▪大人1名様につき館内利用券
　1,000円付（こども料金対象外）

イメージイメージ

イメージ

イメージイメージ

イメージ

サウナ
Wi-Fi

全館
対応

露天温泉 15名
以上

かけ流し
加水･加温

サウナ
プール Wi-Fi

全館
対応

露天温泉 15名
以上

かけ流し
加水･加温

初登場

▪幼児施設使用料の対象年齢および料金を各施設欄に表示しております。
▪幼児施設使用料に含まれているものは各宿泊施設により異なります。
▪割引料金等の設定はありません。また1部屋あたりの利用人員に含まれません。

当パンフレットに掲載されている各旅館・ホテルは新型コロナウイルス感染症等の予防及び感染拡大防止のために、
宿泊施設対応ガイドラインに沿った対策を講じ衛生管理に努めております。

10,500円〜21,000円

▪お部屋／ 和室（本館街側）
▪お食事／ 旅館おまかせの場所にて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／ JR和倉温泉駅からバスで
  約5分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪泉質／塩化物泉

※0歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

サウナ
Wi-Fi

全館
対応

露天温泉 15名
以上

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本付
▪コーヒー券1枚サービス
▪60歳以上で火〜木曜日に宿泊の 

お客様は1,000円引（休前日除く）
期　間

12/1〜25、1/4〜4/28、
5/6〜7/15、9/1〜30

10/1〜11/30、
7/16〜8/6、8/16〜31

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 10,500円 14,500円 12,000円 17,000円
3名1室 12,500円 16,500円 14,000円 19,000円
2名1室 14,500円 18,500円 16,000円 21,000円

こどもA 10,200円 13,000円 11,200円 14,700円
こどもB 7,300円 9,300円 8,000円 10,500円

旅行代金（大人お一人様）

13,000円〜20,000円

▪お部屋／ 和室又は和洋室
▪お食事／ 夕・朝ともにレストランにて
   バイキング
▪交通／ JR和倉温泉駅からバスで
  約5分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪そのほか／ デザイン浴衣1,100円
     （女性のみ）
▪泉質／塩化物泉

※2歳〜未就学児の施設使用料は3,300円（バイキング朝食付）です。 
（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、5/1-5/4、8/7-21及び特定日は除く

サウナ
プール Wi-Fi

一部
対応

貸切貸切 露天温泉 15名
以上

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本付
▪コーヒー券1枚サービス　
▪15名様以上で月〜木曜日宿泊の場合
　1泊1名様につき500円引
▪14名様以下のお客様で65歳以上の方は

500円引期　間
12/1〜25、

1/4〜4/30、5/5〜31
10/1〜11/30、

6/1〜8/6、8/22〜9/30

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 13,000円 16,000円 14,000円 17,500円
3名1室 14,000円 17,000円 15,000円 18,500円
2名1室 15,500円 18,500円 16,500円 20,000円

こどもA 10,900円 13,000円 11,600円 14,000円
こどもB 7,800円 9,300円 8,300円 10,000円

旅行代金（大人お一人様）

12,000円〜21,500円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 夕食： 食事処にて会席料理
   朝食： コンベンションにて
     バイキング
▪交通／ 金沢市内から特急バスで
  輪島駅前バス停まで約140分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪泉質／塩化物泉

※3歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）

◆但し、12/29-1/3、4/29-5/6、8/10-18及び特定日は除く

サウナ
Wi-Fi

全館
対応

露天温泉 15名
以上

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス

期　間
11/24〜12/28、

1/4〜4/28、
8/19〜9/30

10/1〜11/23、
5/7〜8/9

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 12,000円 15,500円 15,000円 18,500円
3名1室 13,000円 16,500円 16,000円 19,500円
2名1室 15,000円 18,500円 18,000円 21,500円

こどもA 10,500円 13,000円 12,600円 15,100円
こどもB 7,500円 9,300円 9,000円 10,800円

旅行代金（大人お一人様）

15,500円〜24,000円
▪お部屋／和室
▪お食事／レストランにて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／ JR和倉温泉駅からバスで
  約10分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪泉質／塩化物泉

※0歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）
※個室又は部屋食希望の場合、1名様につき2,200円追加になります。
※海側の客室指定の場合は1名様につき550円追加になります。（空き状況によりご希望に添えない場合もございます。）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

サウナ
Wi-Fi

全館
対応

露天かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

温泉

期　間
12/1〜25、

1/4〜4/28、5/6〜7/31、
9/1〜30

10/1〜11/30、
8/1〜6、8/16〜31

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 15,500円 18,500円 18,500円 22,000円
3名1室 16,500円 19,500円 19,500円 23,000円
2名1室 17,500円 20,500円 20,500円 24,000円

こどもA 12,300円 14,400円 14,400円 16,800円
こどもB 8,800円 10,300円 10,300円 12,000円

旅行代金（大人お一人様）

和倉温泉

和倉温泉

和倉温泉

輪島温泉

初登場
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山中温泉の奥の大自然の中に佇む、絶景に癒やされる湯畑が自慢です。露天・岩風呂などバラエティ豊かな一泊三湯十八ゆめぐりをご堪能ください。 加賀の伝統料理と山海の幸をふんだんに使用した会席や珍しい立ち湯露天をお楽しみいただけます。日本国内有数の規模を誇る広大な敷地に、ゆとりある空間が広がります。

癒湯プラン

山代温泉

山代温泉 山代温泉

山代温泉

15,500円〜25,500円

▪お部屋／ スーペリア和室
▪お食事／ レストランにて
   夕食：会席料理
   朝食：バイキング
▪交通／ JR加賀温泉駅からバスで
  約15分
▪チェックイン／14:00
▪チェックアウト／11:00
▪そのほか／デザイン浴衣無料
     （女性のみ、要予約）
▪泉質／硫酸塩泉

※3歳〜5歳の施設使用料は2,200円です。（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

サウナ
プール Wi-Fi

全館
対応

露天温泉 15名
以上

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス
▪カラオケ半額券サービス
　（個人利用のみ）期　間

1/4〜4/28、
5/6〜7/20、9/1〜30

10/1〜12/25、
7/21〜8/6、8/16〜31

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 15,500円 19,000円 18,000円 21,500円
3名1室 16,500円 20,000円 19,000円 22,500円
2名1室 19,500円 23,000円 22,000円 25,500円

こどもA 13,700円 16,100円 15,400円 17,900円
こどもB 9,800円 11,500円 11,000円 12,800円

旅行代金（大人お一人様）

15,000円〜31,500円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 会場にて
   夕食： 会席料理
   朝食： バイキング又は和定食
▪交通／ JR加賀温泉駅からバスで
  約10分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／11:00
▪そのほか／デザイン浴衣1,100円
     （女性のみ）
▪泉質／単純温泉

※1歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

サウナ
プール Wi-Fi

全館
対応

貸切露天温泉 15名
以上

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本付
▪貸切風呂は通常2,200円／50分

を1,100円にてご用意（事前予約・
現地払い）

期　間
1/4〜31、4/1〜28、

5/6〜7/31、9/1〜30
10/1〜12/25、

2/1〜3/31、8/1〜6、
8/16〜31

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 15,000円 21,500円 18,500円 25,000円
3名1室 18,500円 25,000円 22,000円 28,500円
2名1室 21,500円 28,000円 25,000円 31,500円

こどもA 15,100円 19,600円 17,500円 22,100円
こどもB 10,800円 14,000円 12,500円 15,800円

旅行代金（大人お一人様）

17,000円〜33,000円

▪お部屋／ 和室（白雲本館）
▪お食事／ 食事処にて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食（夏季はバイキング）
▪交通／JR加賀温泉駅からバスで約10分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪そのほか／ デザイン浴衣850円
     （女性のみ）
▪泉質／硫酸塩・塩化物泉

※2歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）
　（朝食バイキング期間中は1,100円追加）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

サウナ
プール Wi-Fi

全館
対応

露天温泉 15名
以上

期　間
12/1〜25、

1/4〜4/28、5/6〜7/31、
8/29〜9/30

10/1〜11/30、
8/1〜6、8/16〜28

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 17,000円 22,000円 19,000円 24,500円
3名1室 18,000円 25,500円 20,000円 29,000円
2名1室 21,000円 28,000円 23,000円 33,000円

こどもA 14,700円 19,600円 16,100円 23,100円
こどもB 10,500円 14,000円 11,500円 16,500円

旅行代金（大人お一人様）

16,000円〜25,000円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ レストラン又は広間にて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／JR加賀温泉駅からバスで約10分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪そのほか／ デザイン浴衣1,650円
     （女性のみ）
▪泉質／硫酸塩泉

※2歳〜未就学児の施設使用料は3,300円です。（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

サウナ
プール Wi-Fi

一部
対応

露天温泉 15名
以上

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、
　又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪15名様以上宿泊の場合、1名様につき
　1,000円引
▪セルフドリンクコーナーをご用意 7：00〜21：00
　（コーヒー・紅茶・ソフトドリンク等、アルコール除く）期　間

1/4〜4/28、
5/6〜7/16、9/1〜30

10/1〜12/25、
7/17〜8/6、
8/16〜31

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 16,000円 19,500円 17,000円 20,500円
3名1室 17,500円 21,000円 18,500円 22,000円
2名1室 20,500円 24,000円 21,500円 25,000円

こどもA 14,400円 16,800円 15,100円 17,500円
こどもB 10,300円 12,000円 10,800円 12,500円

旅行代金（大人お一人様）

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

初登場
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山中温泉

14,000円〜22,000円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 個室又はお部屋にて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／ JR加賀温泉駅からバスで
  約30分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪そのほか／ デザイン浴衣無料
     （女性のみ、団体不可）
▪泉質／硫酸塩泉

※3歳〜未就学児の施設使用料は1,650円です。（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

Wi-Fi
一部
対応

貸切露天温泉 15名
以上

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付

期　間
12/13〜25、1/4〜2/5、
4/1〜28、5/6〜7/16、

7/19〜8/6、8/16〜9/17、9/20〜30

10/1〜12/12、
2/6〜3/31、7/17、18、

9/18、19
平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 14,000円 16,000円 17,000円 19,500円
3名1室 15,500円 17,500円 18,500円 21,000円
2名1室 16,500円 18,500円 19,500円 22,000円

こどもA 11,600円 13,000円 13,700円 15,400円
こどもB 8,300円 9,300円 9,800円 11,000円

旅行代金（大人お一人様）

かけ流し
加水･加温

初登場

広 と々した大理石造りの大浴場と庭園露天風呂でゆったりとご入浴ください。 ロビーや渓流露天風呂からは鶴仙渓が眺められ、至福のひと時を過ごせます。まるで森の中にいるような静かな時間と滝が流れる庭園で自然とのふれあいをお楽しみください。ゆったりとした大浴場に加えて、趣の異なる5つの貸切風呂など多彩な湯遊びをご堪能いただけます。

山中温泉

山中温泉 山中温泉

15名
以上

15,500円〜26,500円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 宴会場にて
　  夕食：会席料理
   朝食：和定食
   ※朝食は都合により
   　バイキングとなる場合が
   　あります。
▪交通／ JR加賀温泉駅からバスで
  約30分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪泉質／単純温泉・硫酸塩泉

※2歳〜未就学児の施設使用料は2,860円です。（現地払い）
※湯畑は混浴露天のため、専用の浴衣を貸出しております。

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

サウナ
Wi-Fi

全館
対応

露天温泉

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス

期　間
10/1〜16、12/6〜25、

1/4〜4/23、5/6〜7/23、
8/16〜9/30

10/17〜12/5、
4/24〜28、7/24〜8/6

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 15,500円 18,500円 17,500円 21,000円
3名1室 17,500円 20,500円 19,500円 23,000円
2名1室 21,000円 24,000円 23,000円 26,500円

こどもA 14,700円 16,800円 16,100円 18,600円
こどもB 10,500円 12,000円 11,500円 13,300円

旅行代金（大人お一人様）

11,500円〜24,000円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ レストランにて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／JR加賀温泉駅からバスで約30分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／11:00
▪そのほか／ デザイン浴衣　
   （男女ともに無料）
▪泉質／硫酸塩泉

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

Wi-Fi
一部
対応

貸切

貸切

露天温泉

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪貸切風呂は通常3,300円／45分を2,200円

にてご用意（事前予約・現地払い）
▪セルフドリンクコーナーをご用意 
　14：00〜22：00、翌朝6：00〜11：00
　（コーヒー・ソフトドリンク等、アルコールは除く）

期　間
4/1〜28、5/6〜8/6、

8/16〜9/30
10/1〜12/25、

1/4〜3/31
平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 11,500円 14,500円 12,500円 19,500円
3名1室 12,500円 15,500円 13,500円 21,500円
2名1室 13,500円 16,500円 14,500円 24,000円

こどもA 9,500円 11,600円 10,200円 16,800円
こどもB 6,800円 8,300円 7,300円 12,000円

旅行代金（大人お一人様）

※3歳〜未就学児の施設使用料は1,100円です。（現地払い）

12,500円〜27,000円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ レストランにて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／ JR加賀温泉駅からバスで
  約30分
▪チェックイン／14:00
▪チェックアウト／10:00
▪そのほか／デザイン浴衣550円
     （女性のみ）
▪泉質／硫酸塩泉

※3歳〜未就学児の施設使用料は3,300円です。（現地払い）
　（寝具・朝食付、2歳以下は寝具等必要な場合発生します。）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

Wi-Fi
全館
対応

貸切露天温泉

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪セルフドリンクコーナーをご用意
　7：00〜20：00（コーヒー・加賀棒茶）

期　間
4/1〜28、

5/6〜8/6、8/16〜9/30
10/1〜12/25、

1/4〜3/31
平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 12,500円 18,000円 16,000円 23,500円
3名1室 13,500円 19,000円 17,000円 24,500円
2名1室 16,000円 21,500円 19,500円 27,000円

こどもA 11,200円 15,100円 13,700円 18,900円
こどもB 8,000円 10,800円 9,800円 13,500円

旅行代金（大人お一人様）

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

初登場 初登場

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、
　又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス
▪15名様以上の宿泊で1,000円引
▪温泉卵作り体験（1名様1個15:30〜19:00）
▪加賀伝統工芸村ゆのくにの森入村券付
　（臨時休業となる場合があります。）
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イメージイメージ イメージイメージ

イメージイメージ

た
が
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龍
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料
理
自
慢
の
宿 

き
き
ょ
う

当館自慢の田んぼの湯で、のどかな里山の風景をお楽しみください。こだわりの地元食材をふんだんに使用した自慢の和会席をご用意。

イメージイメージ イメージイメージ

イメージイメージ

か
の
や
光
楽
苑

天
空
の
宿 

大
観
荘

片山津随一の湯量と泉質、全室レイクビューが自慢です。全室オーシャンビュー、七尾湾の潮騒が心地よく寛ぎの空間を演出します。

イメージイメージ イメージイメージ

イメージイメージ

珠
洲
ビ
ー
チ
ホ
テ
ル

お
花
見
久
兵
衛

能登半島の最先端 日本の渚百選に選ばれたビーチを望むリゾートホテルです。加賀野菜等を使ったお料理を、おしゃれで小粋なレストランにてご堪能ください。

イメージイメージ イメージイメージ

イメージイメージ

湖
畔
の
宿 

森
本

旅
亭
懐
石 

の
と
や

料理長が一品ずつこだわり抜いた料理はひと皿ごとに笑顔が開く会席です。「創業七百年余」、昔ながらの「温泉旅館のよさ」をご提供いたします。

※割引は重複できません

癒湯プラン

遊湯プラン 期　間 通年（お一人様）
平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 10,000円 14,500円
3名1室 11,500円 16,000円
2名1室 12,500円 17,000円

こどもA 8,800円 11,900円
こどもB 6,300円 8,500円

和倉温泉

辰口温泉

片山津温泉

山代温泉

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ お部屋又は広間にて
   夕食：和会席
　  朝食：和定食
▪交通／JR和倉温泉駅からバスで約10分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪泉質／塩化物泉

※2歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 食事処にて
   夕食：会席料理
　  朝食：和定食
▪交通／JR加賀温泉駅からバスで約10分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪泉質／塩化物泉

※1歳〜未就学児の施設使用料は1,650円です。（現地払い）

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本付
▪15名様以上で月〜木曜日の宿泊の
　場合、500円引 （休前日除く）

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 食事処にて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／JR加賀温泉駅からバスで約15分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／11:00
▪泉質／硫酸塩泉

※1歳〜3歳の施設使用料は2,200円です。（現地払い）

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、

又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 食事処又は広間にて
   夕食：和洋会席
   朝食：和定食
▪交通／JR金沢駅からバスで約60分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／10:00
▪泉質／塩化物泉

※田んぼの湯は混浴露天のため、専用浴衣を貸出しております。
※2歳〜未就学児の施設使用料は3,300円です。（現地払い）

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本付
▪コーヒー券1枚サービス
▪15名様以上での宿泊の場合、
　500円引（休前日除く）

鉢ヶ崎温泉

10,500円〜18,500円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ レストランにて
　  夕食：会席料理
　  朝食：和定食
▪交通／ JR加賀温泉駅からバスで
  約35分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／11:00
▪そのほか／ デザイン浴衣550円
     （男女とも）
▪泉質／硫酸塩泉

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、
 又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪ロビーにて久兵衛団子のサービス（18:00

終了）、ロビーにて手焼きせんべい体験 
（18：00終了）、セルフドリンクコーナーを
ご用意 7：30〜10：00（コーヒー・ソフトドリ
ンク）

旅行代金（大人お一人様）

※3歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）
※部屋食又は宴会場利用の場合は1名様につき2,200円追加になります。
※7〜8名1室利用をご希望の場合、20畳（次の間付）のお部屋で1名様に

つき2,200円追加になります。

13,000円〜25,000円

▪お部屋／ 和室（紫水館）
▪お食事／ 食事処にて
　  夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／ JR加賀温泉駅からバスで
  約10分
▪チェックイン／14:00（通常15：00）
▪チェックアウト／10:00
▪そのほか／ デザイン浴衣無料
     （女性のみ）
▪泉質／塩化物泉

※金曜、日曜は平日料金に1,100円アップ
※1歳〜未就学児の施設使用料は2,200円です。（現地払い）
※全館禁煙となります。

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

期　間
1/4〜4/28、
5/6〜7/31

10/1〜12/25、
8/1〜6、8/16〜9/30

平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 13,000円 17,500円 14,000円 19,500円
3名1室 15,500円 20,000円 16,500円 22,000円
2名1室 18,500円 23,000円 19,500円 25,000円

こどもA 13,000円 16,100円 13,700円 17,500円
こどもB 9,300円 11,500円 9,800円 12,500円

旅行代金（大人お一人様）

13,000円〜24,000円

10,000円〜17,000円

▪お部屋／ 和室
▪お食事／ 食事処又はお部屋にて
   夕食：会席料理
   朝食：和定食
▪交通／ JR粟津駅からバスで約10分
▪チェックイン／14:00（通常15：00）
▪チェックアウト／11:00（通常10：00）
▪そのほか／デザイン浴衣1,000円
   （女性のみ）
▪泉質／硫酸塩泉

※2歳〜未就学児の施設使用料は2,750円です。（現地払い）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15及び特定日は除く

Wi-Fi
全館
対応

貸切温泉

Wi-Fi
全館
対応

貸切露天温泉サウナ
Wi-Fi

一部
対応

貸切露天温泉

特典・おもてなし
▪夕食時、お酒又はソフトドリンク1本、
　又は瓶ビール（中）2名様に1本付
▪コーヒー券1枚サービス
▪貸切風呂は通常3,300円／40分を1,650円

にてご用意（事前予約・現地払い）
▪15名様以上のお客様は1,000円引
▪14名様以下のお客様は水曜もしくは
　木曜宿泊で1,000円引

期　間
10/1〜31、4/1〜28、

5/6〜8/6、8/16〜9/30
11/1〜12/25、

1/4〜3/31
平　日 休前日 平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 13,000円 17,500円 15,500円 19,500円
3名1室 15,000円 19,500円 17,500円 21,500円
2名1室 17,500円 22,000円 20,000円 24,000円

こどもA 12,300円 15,400円 14,000円 16,800円
こどもB 8,800円 11,000円 10,000円 12,000円

期　間
10/1〜12/25、1/4〜4/28、5/6〜8/6、

8/16〜9/30
平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 10,500円 16,000円
3名1室 12,000円 17,500円
2名1室 13,000円 18,500円

こどもA 9,100円 13,000円
こどもB 6,500円 9,300円

旅行代金（大人お一人様）

旅行代金（大人お一人様）

11,500円〜17,000円

▪お部屋／ 洋室※3名以上1室利用は
   エキストラベッド対応
▪お食事／ レストランにて
   夕食：和食御膳
　  朝食：和定食
▪交通／ すずなり館前バス停よりバスで
  約20分
▪チェックイン／15:00
▪チェックアウト／11:00
▪そのほか／ 館内プールとジムあり
    宿泊者は大人1,100円
    小人670円で利用可能
     （小人は4歳以上、中学生以下）

◆但し、12/26-1/3、4/29-5/5、8/7-15、9/5-30及び特定日は除く

プール Wi-Fi
一部
対応

特典・おもてなし
▪木曜日宿泊のお客様はおひとり様

あたり100円引（休前日除く）
▪隣接の「元気の湯」利用券付
　営業時間13：00〜21：00、毎週火曜日定休

期　間
10/1〜12/25、1/4〜4/28、5/6〜8/6、

8/16〜9/4
平　日 休前日

大
　
人

4名以上1室 11,500円 14,500円
3名1室 13,000円 16,000円
2名1室 14,000円 17,000円

こどもA 9,800円 11,900円
こどもB 7,000円 8,500円

旅行代金（大人お一人様）

粟津温泉

山中温泉

片山津温泉

平日扱いの木曜日 大人のみ100円引

サウナ
Wi-Fi

一部
対応

露天温泉 15名
以上

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

かけ流し
加水･加温

露天温泉 15名
以上

Wi-Fi
全館
対応

かけ流し
加水･加温

サウナ
Wi-Fi

一部
対応

貸切露天温泉 15名
以上

かけ流し
加水･加温

Wi-Fi
一部
対応

露天温泉 15名
以上

プール

プール

かけ流し
加水･加温

特典・おもてなし
▪コーヒー券1枚サービス

初登場

初登場

温泉 かけ流し
加水･加温元気の湯［ ］


