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　　紀州鉄道オーナーズシステム　　施設利用料金一覧表

利用上のご注意

　※予約の手続きは基金で行います。個人で直接予約されますと、会員料金での利用ができませんので、ご注意ください！

【料金について】

・ 料金体系は３種類に分かれています。　①【素泊り制施設】　②【１泊２食付施設】　③【ルームチャージ制施設】

② １泊２食付施設、食事付セットプランは各施設、プランや季節により異なりますので、当基金または各施設にお問い合わせください。

③ ルームチャージ制施設では、子ども料金の設定はありません。

【食事付セットプランについて】

・ 素泊り制施設の食事付セットプランは予約制です。利用申込書の「プラン選択」欄に、素泊りまたは食事付の選択結果をご記入ください。

・ 料金はチェックアウト時に施設フロントにて精算となります。（一部施設は後日、銀行振込みにて支払い）

・ 子ども料金 ① 素泊り制施設は、４歳未満は無料です。（食事付セットプランは除く）

・ 食事付セットプランをご利用の場合には、アメニティ類は無料です。（ただし、軽井沢ビラ・軽井沢ホテルコテージを除く）

【キャンセル料について】

・ 基本的には利用日の４日前より宿泊料金の５０％を徴収されますが、施設によっては１泊１室３,０００円を徴収されるなど、施設により異なりますので

当基金または各施設までお問い合わせください。（人数減少、宿泊日減少もキャンセル料の対象となる場合があります）

・ 食事内容等の詳細につきましては各施設にお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。　 紀州鉄道ホームページ　http://www.kitetsu.co.jp

【アメニティ類について】

・ ビラタイプを素泊りで利用される場合、アメニティ類は有料になります。（浴衣、歯ブラシ、タオル、石けん、シャンプー等）

裏磐梯沼尻ビラ

福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山2855　沼尻国際リゾートホテル内
○

温泉
5 3,520（猪苗代駅より車で30分）

駐車場・・・無料 ℡：0242-64-3610

【連泊の制限について】

・ ご利用回数は４月から翌年３月までの１年間に２回、連泊は１回あたり２泊を限度としております。

①【素泊り制施設】　 ★施設により食事付セットプランあり　◆お一人様、素泊り１泊の利用料金（消費税込、入湯税別）です。４歳以上は大人料金となります。

施設名 所在地・電話番号 大浴場 定員（1部屋） 利用料金（お一人様/円）

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1514 

○

温泉

(有料)

5

2,750
(りんどう・ロイヤルコテージ・しゃくなげA～D棟)

   軽井沢ホテル
（軽井沢駅より車で30分）

(ビラ）
駐車場・・・無料

3,300
(しゃくなげE棟・アゼリアコテージB)

軽井沢ホテルフロント℡：0279-84-3011

草津温泉ビラ

群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根464-707　バーデンパレス草津内
○

温泉
4～6 3,520(長野原草津口駅より車で30分）

駐車場・・・有料 ℡：0279-88-2803

房総白浜ウミサトホテル

千葉県南房総市白浜町白浜7034
○

温泉
4～5

4,950
（千倉駅よりバスで塩浦下車徒歩5分）

駐車場・・・無料 ℡：0470-38-5121            1泊2食付 　  7,700～
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           1泊2食付　   8,800～

浜名湖ビラ

静岡県浜松市北区三ケ日町下尾奈字瀬戸2251-38　リステル浜名湖内

○

温泉

4～5
3,520

（鷲津駅より車で20分）
           1泊2食付     9,300～

駐車場・・・無料

8

伊豆一碧湖
レイクサイドテラス

静岡県伊東市吉田839-91

○

温泉
8

　　　　　 1名1室利用　10,560

（伊東駅・川奈駅より車で15分） 　　　　　 2名1室利用　 5,280

駐車場・・・無料 　　　　　 3名以上　  　4,400

℡：0557-45-3989

（中村駅よりバスで45分）

駐車場・・・無料 ℡：0880-82-8500

片瀬江ノ島ホテル

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-13-18								 										 										 										 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　										 								

×

           1名1室利用　10,560

           2名1室利用　 5,280

           3名以上　 　 3,520

℡：053-525-1222            1泊2食付     9,300～

足摺・四万十ビラ

高知県土佐清水市大岐2777-12　サニーグリーン内 ×

隣接ﾎﾃﾙ利用可
(有料)

4 3,520

2
(洋室)

　　　　　 1名1室利用　 3,850

（片瀬江ノ島駅より徒歩3分）            2名1室利用　 3,300

駐車場・・・なし

4
（和室または和洋室）

           1名1室利用　 5,500

＊アメニティ付（浴衣・歯ブラシ・フェイスタオル・バスタオル）            2名1室利用　 4,180

＊休前日（特定日を除く）＠￥500-増し

施設名 所在地・電話番号 大浴場
利用料金（１室２名様以上の大人お一人様/円）

平日 休前日

           3名1室利用　 3,850

＊特定日（5/2-5/5,8/10-15,12/30-1/3）＠￥1,000増し ℡：0466-22-8481            4名1室利用　 2,970

②【1泊2食付施設】　 ◆お一人様、１泊２食付の利用料金（サービス料込、消費税込、入湯税別）です。なお、ご利用人数、部屋タイプ、季節によって異なります。

ゆとりろ那須塩原
(提携施設)

栃木県那須塩原市塩原1115-2
○

温泉

12,200～
(洋室)

15,500～
(洋室)

（那須塩原駅より車で40分）

駐車場・・・無料
℡：0287-32-2110

ゆとりろ磐梯熱海

福島県郡山市熱海５-18
○

温泉

10,100～
(洋室)

17,800～
(洋室)

（東北自動車道経由　磐越道・磐梯熱海I.C.より車で5分）

駐車場・・・無料
℡：0249-84-2811

伊豆一碧湖
レイクサイドテラス

静岡県伊東市吉田839-91
○

温泉
8,800～ 9,900～（伊東駅・川奈駅より車で15分）

駐車場・・・無料
℡：0557-45-3989

ゆとりろガーデン北軽井沢
with DOGS
(提携施設)

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1514 

○
温泉

12,100～ 17,600～
（軽井沢駅より車で30分）

駐車場・・・無料

※全室犬対応施設、お食事会場も
　犬同伴となります。 ℡：0570-056-138
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③【ルームチャージ制施設】 ◆１室、素泊り１泊の利用料金（消費税込、入湯税別）です。なお、暖房費は、お一人様１泊の料金です。

施設名 所在地・電話番号 大浴場 部屋タイプ 定員
（1部屋）

利用料金（1室/円）
暖房費
（円）

平日 休前日
夏期

ＧＷ

旧盆

年末年始

  10/1～
4/30

軽井沢ホテル
（コンドミニアム）

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1514 
イースト･ウエスト館

○

温泉

(有料)

和洋室 5 11,000 14,300
17,600～

30,800
30,800

660

（軽井沢駅より車で30分）

駐車場・・・無料
列車村コテージ Ａ～Ｋ棟和洋 5 11,000 14,300

17,600～

30,800
30,800

アゼリアコテージA 1戸建て和または和洋 5 13,200 17,000
22,500～

26,900
26,900

フロント℡：0279-84-3011

施設名 所在地・電話番号 大浴場 部屋タイプ 定員
（1部屋）

利用料金（1室/円）

月～金 土 日・祝連休最終日

ホテルナチュレ名古屋栄

愛知県名古屋市中区錦3-7-13　栄錦ビル

×

　シングル 1 3,861 5,632 3,300

（栄駅より徒歩6分）

8,360
3,850

＊アメニティ付（歯ブラシ・バスタオル・タオル等） 2名利用 6,237 5,500

　セミダブル 2 5,544 7,480 4,400

駐車場・・・なし

　ツイン

1名利用
2

4,950

8,910

℡：052-962-1073 3名利用 3     10,890 12,760   　  10,890

3名利用 3 7,920 10,120 6,600

スペシャル
ツイン

2名利用 2 8,910 10,120


