
タイヤホイールプレミアム 
大感謝祭キャンペーン 

ペア宿泊ご招待プラン 
宿泊施設ご案内 

お  申  込  期  間 

ご利用有効期間 

 

： 2018年3月23日（金）～  9月10日（月） 

： 2018年4月1日（日）～10月31日（水） 

 



※写真は全てイメージです。 

創業三百余年、心やすらぐ日本の風情をお楽しみいただけます。 
また情緒豊かな大浴場は男女とも檜の緑に十和田石を使い、 

洗い場と浴槽を分離して静かに 
ゆっくりとお湯につかれるように配慮いたしました。 

<山形県>あつみ温泉 

たちばなや 

ペア宿泊プラン 

商品内容 ペア宿泊（平日限定）１泊２食付プラン 

住所 
〒999-7204 
山形県鶴岡市湯温海丁３ 

交通・アクセス 
● ＪＲ羽越本線あつみ温泉駅から、徒歩（約３０分）またはタクシー（約５分） 
● 日本海東北自動車道あつみ温泉ＩＣから県道４４号線約２ｋｍ約５分 

送迎 ＪＲあつみ温泉駅より  ※事前予約必要 

HP http://www.tachibanaya.jp  

総客室数 ７８室 

チェックイン １４：００ 

チェックアウト １２：００ 

客室 和室（定員５名）  ※禁煙希望の場合は消臭対応となります。 

食事 夕食 和会席（会食場または部屋） 

食事 朝食 和定食（会食場または部屋） 

除外日 
除外日： 4/28～5/6、8/8～16 
予約状況によりお手配が出来ない事がございます 

その他ご案内 



※写真は全てイメージです。 

商品内容 ペア宿泊（平日限定）１泊２食付プラン 

住所 
〒410-2416 
静岡県伊豆市修善寺1116-6 

交通・アクセス 
● 伊豆箱根鉄道修善寺駅→タクシー約１０分 
● 新東名高速長泉沼津ＩＣから伊豆縦貫道・伊豆中央道・修善寺道路経由 
    約３０ｋｍ約３０分 

送迎 なし 

HP http://www.yagyu-no-sho.com  

総客室数 １５室 

チェックイン １４：００ 

チェックアウト １１：００ 

客室 和室  ※禁煙希望の場合は、消臭対応となります 

食事 夕食 懐石（部屋） 

食事 朝食 和食（部屋） 

除外日 
除外日： 5/3～5/5、8/11～16 
予約状況によりお手配が出来ない事がございます 

その他ご案内 
● 苦手な食材やアレルギーのあるお客様、当日のご到着が１７時を過ぎる場合は、 
    宿に事前連絡をお願いします。  

竹林に囲まれた中、日本建築の粋を究めた数奇屋造りの宿です。 
全15室すべてが異なる造りとなっており、 

また、各部屋のお風呂も檜の内湯、岩の露天風呂、 
左官職人の手による石造りの露天風呂など 

それぞれに趣向をこらしました。 

<静岡県>修善寺温泉 

柳生の庄 

ペア宿泊プラン 



※写真は全てイメージです。 

商品内容 ペア宿泊（平日限定）１泊２食付プラン 

住所 
〒651-1401 
兵庫県神戸市北区有馬町1302-4  

交通・アクセス 

● ＪＲ神戸線三宮駅中央口出口→地下鉄北神急行谷上行き約２０分谷上駅下車→ 
    私鉄神戸電鉄三田行き約１１分有馬口駅下車→私鉄神戸電鉄有馬温泉行き約４分 
    有馬温泉駅下車→徒歩約３分 
● 中国自動車道西宮北ＩＣから県道９８号線約５ｋｍ約１０分 

送迎 有馬町内全域より  ※現地連絡要 

HP http://www.kinzan.co.jp  

総客室数 ３６室 

チェックイン １３：００ 

チェックアウト １２：００ 

客室 和室（定員４名）  ※禁煙希望の場合は消臭対応となります。 

食事 夕食 京風創作懐石 （部屋） 

食事 朝食 和定食 （部屋） 

除外日 除外日： 4/28～5/5、8/8～16 

その他ご案内 

● 特典：エステティック（13：00～22：00／50分コース）付。 
  ※予約制ですのでご利用の際は直接現地に事前連絡をして下さい。 
● 通常、お子様のご利用はできませんが、冬春夏休み期間中は利用可能です。 
    お子様がいらっしゃる場合は、必ず申込書にお子様の年齢をご記入ください。 
● 苦手な食材やアレルギーのある場合は、申込書の備考欄にご記入ください。 

湯けむり漂う山あいの静寂と、やさしい四季の移ろいに身を包み、 
悠久のやすらぎにひたれる館、欽山。 

数寄屋の佇まいが美しい、有馬を代表する旅館です。 

<兵庫県>有馬温泉 

欽山 

ペア宿泊プラン 



※写真は全てイメージです。 

商品内容 ペア宿泊（平日限定）１泊２食付プラン 

住所 
〒869-2402 
熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺６７５５－１ 

交通・アクセス 
● ＪＲ博多駅→バス黒川温泉行き約１５０分黒川温泉下車→徒歩約２０分                   
● 大分自動車道日田ＩＣより国道２１０→２１２号線約４０ｋｍ約６０分 
    さらに国道４４２号線約１５ｋｍ約１５分 目標物：４４２号沿い看板（黒川荘 

送迎 黒川温泉バス停より  ※事前予約要 

HP http://www.kurokawaso.com/  

総客室数 ２５室 

チェックイン １５：００ 

チェックアウト １１：００ 

客室 和室（定員５名）  ※禁煙希望の場合は消臭対応となります。 

食事 夕食 会席（部屋） 

食事 朝食 和定食（食事処またはレストラン） 

除外日 
除外日： 5/2～5、8/10～16 
予約状況によりお手配が出来ない事がございます 

その他ご案内 

● 敷地内にはかなりの段差がございます。また、施設内にエレベーターはございません。 
● 食材アレルギーのある方、足の悪い方・お子様がいらっしゃる場合は、 
    申込用紙にご記入ください。  
 

黒川の名勝びょうぶ岩を前に、木々と岩を大胆に配した大露天風呂、 
軒を持つ観音露天風呂など山深い黒川の自然の風情をも湯にとり込め、

心の豊かさとくつろぎの時間を提供できる閑静な宿です。 

<熊本県>黒川温泉 

黒川荘 

ペア宿泊プラン 



※写真は全てイメージです。 

商品内容 ペア宿泊（平日限定）１泊２食付プラン 

住所 
〒321-2522 
栃木県日光市鬼怒川温泉大原１３９４ 

交通・アクセス 
● 私鉄東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅→徒歩約３分 
● 日光宇都宮道路今市ＩＣより国道１２１号線約１８ｋｍ約２０分 

送迎 鬼怒川温泉駅より  ※事前予約要 

HP http://www.kinugawakanaya.com  

総客室数 ４１室 

チェックイン １４：００ 

チェックアウト １１：００ 

客室 ツインルーム（定員２名）  ※禁煙タイプ 

食事 夕食 懐石（ダイニング） 

食事 朝食 和定食または洋定食（ダイニング） 

除外日 
除外日： 4/11 4/28～5/5、8/10～18 
予約状況によりお手配が出来ない事がございます 

その他ご案内 ● 客室内の浴室はシャワーブースのみとなります。 

我が家のような居心地の良さはそのままに、 
モダンで洗練された空間とサービス。 

鬼怒川のせせらぎや檜の香りが味わえる、互換が喜ぶお風呂。 

<栃木県>鬼怒川温泉 

鬼怒川金谷ホテル 

ペア宿泊プラン 



※写真は全てイメージです。 

商品内容 ペア宿泊（平日限定）１泊２食付プラン 

住所 
〒250-0631 
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字元湯場９３４－２９ 

交通・アクセス 

● ＪＲ東海道新幹線小田原駅東口出口→箱根登山バス桃源台行き約４０分 
    仙郷楼前下車→徒歩約１分                    
● 東名高速御殿場ＩＣから国道１３８号線約１１ｋｍ約１５分 
    さらに県道７５号線約２ｋｍ約３分 目標物：星の王子様ミュージアム 

送迎 なし 

HP http://www.kitanokaze-saryou.com  

総客室数 １０室 

チェックイン １５：００ 

チェックアウト １２：００ 

客室 和室（定員４名）  ※禁煙希望の場合は消臭対応となります。 

食事 夕食 懐石（個室お食事処） 

食事 朝食 和定食（個室お食事処） 

除外日 
除外日： 4/28～5/6、8/11～18 
予約状況によりお手配が出来ない事がございます。 

その他ご案内 
● 小学生以下のお子様はご利用いただけません。 
● 食材アレルギーのある方は、申込用紙にご記入ください。 

数寄屋造りの純和風な佇まいの外観に、 
和を生かしながらもモダンの風を感じる館内。 

数寄屋造りの母屋の扉の中は、 
和モダンを基調とした心地よい空間です。 

<神奈川県>仙石原 

きたの風茶寮 

ペア宿泊プラン 




