伊東園ホテルズ

新規

宿泊補助

保存版

※中心線より切り取りガイドブック
2016-2017 の P.29 に挟んで保存
してください

平成 29 年 12 月 1 日宿泊分より、伊東園ホテルズにも宿泊補助を開始いたします。
●

補助金額

１泊につき 3,000 円（会員本人のみ）

●

利用回数

区民宿泊施設（湯河原千代田荘・メレーズ軽井沢）
・かんぽの宿を含めて年度内４泊まで



（ライフサポート倶楽部の宿泊補助とは別途）
●

利用方法
１．希望の施設に電話、または Web 予約をする。その際必ず、ゆとりちよだの会員であることをお伝えください。
（利用日の 6 か月前の月の初日午前 10 時から受付。
）
（伊東園ホテルズ Web サイト以外からの Web 予約、および旅行会社経由申込不可。
）
２．ゆとりちよだ事務局に、会員本人分の補助券の発行申請をする。
（補助券申込書は不要です。
）
（補助券は利用日の 3 か月前より発行できます。
）
３．利用当日は、チェックインの際に会員証提示と、補助券の提出をしてご宿泊ください。
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熱海ニューフジヤホテル

バイキング（一例）

伊東園ホテルズの魅力
【365 日いつでも同一料金】
1 泊 2 食付

7,800 円税別（主流）※一部、料金設定が異なるホテルがあります。

【お食事は多彩なバイキングスタイル】
朝・夕食ともにバイキングスタイル

※一部、バイキング形式でない施設があります。

【アルコールドリンク飲み放題】
宿泊費にアルコールドリンク飲み放題が含まれているから安心です。※ホテルニューもみぢは別料金。

【充実の無料施設】
カラオケなど無料で利用できる施設のご用意があります。

伊東園ホテルズ一覧

※宿泊料金等につきましては各施設にお問い合わせください。

平成 29 年 8 月 1 日現在

伊豆・熱海エリア
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
下田伊東園ホテルはな岬
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
伊東園ホテル熱海館
ウオミサキホテル
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

伊豆伊東温泉
伊豆伊東温泉
伊豆伊東温泉
伊豆熱川温泉
伊豆稲取温泉
伊豆下田温泉
伊豆下田温泉
西伊豆土肥温泉
西伊豆松崎温泉
伊豆大仁温泉
伊豆長岡温泉
伊豆熱海温泉
伊豆熱海温泉
伊豆熱海温泉
伊豆熱海温泉
伊豆熱海温泉
伊豆熱海温泉

0557-35-1234
0557-32-5500
0557-37-3100
0557-23-2200
0557-95-8500
0558-22-3111
0558-22-2065
0558-98-0168
0558-42-2111
0558-76-1111
055-948-6500
0557-83-2000
0557-86-2211
0557-81-0111
0557-81-6261
0557-82-1121
0557-86-1551

静岡県伊東市松川町 1-12
静岡県伊東市寿町 2-4
静岡県伊東市寿町 1-1
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 1267-2
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 1021-24
静岡県下田市武ガ浜 6-12
静岡県下田市 3-26-7
静岡県伊豆市八木沢 3864
静岡県賀茂郡松崎町江奈 211-5
静岡県伊豆の国市吉田 1178
静岡県伊豆の国市長岡 1035-1
静岡県熱海市田原本町 4-16
静岡県熱海市和田浜南町 7-2
静岡県熱海市銀座町 1-16
静岡県熱海市昭和町 10-33
静岡県熱海市和田浜南町 3-9
静岡県熱海市咲見町 6-1

箱根湯本温泉
湯河原温泉
南房総白浜温泉
奥久慈大子温泉
鬼怒川温泉
鬼怒川温泉
川治温泉
塩原温泉
塩原温泉
湯西川温泉
伊香保温泉
伊香保温泉
四万温泉
尾瀬老神温泉
湯檜曽温泉
草津温泉

0460-85-7461
0465-60-3334
0470-38-5759
0295-72-0650
0288-77-2111
0288-77-0048
0288-78-1111
0287-32-2811
0287-32-3215
0288-98-0370
0279-72-3131
0279-72-3232
0279-64-2201
0278-56-2511
0278-72-4111
0279-88-1521

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 95-1
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 235
千葉県南房総市白浜町 2544-1
茨城県久慈郡大子町池田 2369-3
栃木県日光市鬼怒川温泉大原 1426-2
栃木県日光市鬼怒川温泉大原 1060
栃木県日光市川治温泉高原 46
栃木県那須塩原市塩原 2196-4
栃木県那須塩原市塩原 1074
栃木県日光市湯西川 597
群馬県渋川市伊香保町伊香保 550
群馬県渋川市伊香保町伊香保 19
群馬県吾妻郡中之条町四万 4358-1
群馬県沼田市利根町老神 583
群馬県利根郡みなかみ町ゆびそ 208
群馬県吾妻郡草津町草津 464-1051

信州蓼科・白樺湖畔
信州松本・浅間温泉
戸倉上山田温泉
小諸市
湯田中渋温泉
越後大湯温泉
彦根市

0267-55-6211
0263-46-1411
026-275-1881
0267-22-8000
0269-33-2168
025-795-2221
0749-26-1111

長野県北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野白樺湖 1525
長野県松本市浅間温泉 3-4-9
長野県千曲市大字戸倉温泉 3055
長野県小諸市古城 1-1-5
長野県下高井郡 山ノ内町平穏 2941
新潟県魚沼市上折立 460
滋賀県彦根市松原町網代口 1435-91

会津東山温泉
飯坂温泉
あだたら高原岳温泉
函館湯の川温泉

0242-26-3690
024-541-2311
0243-24-2008
0138-36-1000

福島県会津若松市東山町大字湯本字積り 99
福島県福島市飯坂町湯野字上川原 2-4
福島県二本松市岳温泉 2-13
北海道函館市湯川町 2-4-20

関東エリア
伊東園ホテル箱根湯本
ホテル四季彩
南国ホテル
ホテル奥久慈館
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
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
伊東園ホテル草津

中部・近畿エリア
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
ホテル湯元
彦根ビューホテル

東北・北海道エリア
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
湯の川観光ホテル祥苑

