
プリンスホテル 

“その地ならでは”の観光資源の掘り起こしを強化 

「自然」や「歴史・文化」、「食育」を体感する「冬旅」を提案 

振り回したタオルが凍る 

(新富良野プリンスホテル) 

海釣り・干物作り体験 

(下田プリンスホテル) 

十二単体験 

(びわ湖大津プリンスホテル) 

    

    
    

2017 年 12 月 
 

 
                                        

株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役社長：赤坂茂好）は、各地のプリンス

ホテルで地域固有の観光資源を新たに取り入れた“その地ならでは”の「冬旅」を提案いたします。 

 

都市圏のほか全国各地のリゾートエリアに合計 43 ホテルを展開するプリンスホテルでは、“その地ならでは”の

「自然」や「歴史・文化」、「食育」などを取り入れたユニークな体験プランをご用意いたしました。 

訪日外国人消費動向調査（（（（観光庁観光庁観光庁観光庁 2017201720172017 年年年年 7777----9999 月期報告書月期報告書月期報告書月期報告書））））によると、2017 年上半期の旅行消費額が累計で初めて 2

兆円を突破、中でも「個人客」の 1 人当たりの消費額が増大してきています。さらに「個人客」はリピーターが多く、

大都市圏からリゾートへと日本ならではの食や文化を求めるニーズが高まってきています。 

プリンスホテルでは、日本ならではの体験を求める訪日外国人旅行者や、お子さまに特別な体験をさせたいファ

ミリー・3 世代のお客さまに、新しい「冬旅」をご提案いたします。「お客さま」と「地域の人々」を結ぶことで、地域

社会の活性化とお客さまの新たなる感動の創造に寄与していきます。 

 

●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン    

「新富良野プリンスホテル」 ロープウェー山頂駅の澄んだ空気の中で行う星空ガイド付きの天体観測と 

ぬれたタオルを振り回し一瞬で凍る体験    

●「●「●「●「歴史・文化歴史・文化歴史・文化歴史・文化」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン    

「箱根湯の花プリンスホテル」 江戸時代に徒歩で箱根峠を越えた人々を体感する鎌倉古道トレッキングプラン 

「びわ湖大津プリンスホテル」 かるたの聖地「近江神宮」で十二単を体験するフォトジェニックなプラン 

●「●「●「●「食育食育食育食育」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン 

「軽井沢プリンスホテル」  農家でイチゴ狩りを行い、その収穫したイチゴでロールケーキを作るプラン 

「下田プリンスホテル」   レッスン付き海釣りプランと干物作りを楽しめる食育プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
◎本件に関する報道各位からのお問合せ 
株式会社プリンスホテル 広報部 
TEL：03－5928－1154  FAX：03－5928－1514 



箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン
    

鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

【期間】

【料金】

【行程】

      

【お問合せ】

 

「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」
    
富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

タオルを振り回
 
【期間】

【料金】

【内容】

【お問合せ先】

近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま
    
かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

ジェニックな十二単を体験するプラン。
 
【期間】

   

【料金】

【内容】

   

【お問合せ

    

●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「●「●「●「歴史・文化歴史・文化歴史・文化歴史・文化

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン

鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

【期間】2017 年 12 月

【料金】1名さま ￥

【行程】1日目：チェックイン後ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみください。

2日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート

9:15A.M.

10:00A.M. 

12:20P.M. 

             

1:00P.M. 

2:00P.M. 

3:00P.M. 

3:30P.M. 

※出発まで箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

4:40P.M.

【お問合せ】 箱根湯の花プリンスホテル

「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」

富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

タオルを振り回し

【期間】  2017 年 12

2018 年 2

2 月 11 日（日）

【料金】 1 名さま￥

【内容】  1 泊朝食・温泉入浴券・ふらの星空探検ツアー参加料・

ふらの歓寒村入場券

※サービス料・入湯税・消費税が含まれております。

※当プラン

【お問合せ先】 新富良野プリンスホテル

近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま

かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

ジェニックな十二単を体験するプラン。

【期間】2018 年 3 月

 除外日：毎週月曜（祝日除く）、

2017

【料金】1名さま \10,000

【内容】1泊朝食（リニューアルレイクフロア）、

近江神宮での模擬十二単着用体験（約

 ※消費税・サービス料が含まれております。

お問合せ】 びわ湖大津プリンスホテル

 

●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン

歴史・文化歴史・文化歴史・文化歴史・文化」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン

 

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン

鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

月 15 日（金）まで

￥18,700 より（

日目：チェックイン後ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみください。

日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート

9:15A.M. 芦之湯～湯坂道入口（約

10:00A.M.  飛龍の滝～畑宿（約

12:20P.M.  甘酒茶屋～元箱根（約

    ※この後に続く石畳道を“わらじ”に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

1:00P.M.  Bakery&Table

2:00P.M.  元箱根～箱根神社（約

※九頭龍神社の新宮も参拝

3:00P.M.  箱根神社～ザ・プリンス

3:30P.M.  ザ・プリンス

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約

※出発まで箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

4:40P.M.～ ホテル発小田原駅までお送りいたします。

箱根湯の花プリンスホテル

「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」

富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

し一瞬で凍ってしまう体験など、富良野の寒さを身をもって体感できる

12 月 23 日（土・祝）～

2 月 2 日（金）～

日（日） 

名さま￥18,675 （

泊朝食・温泉入浴券・ふらの星空探検ツアー参加料・

ふらの歓寒村入場券 

※サービス料・入湯税・消費税が含まれております。

※当プランは天候により中止

新富良野プリンスホテル

近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま

かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

ジェニックな十二単を体験するプラン。

月 31 日（土）まで

除外日：毎週月曜（祝日除く）、

2017 年 12 月 18

10,000 より（

泊朝食（リニューアルレイクフロア）、

近江神宮での模擬十二単着用体験（約

※消費税・サービス料が含まれております。

びわ湖大津プリンスホテル

●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン●「自然」を体感するプラン    

」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン    

  

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン

鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

日（金）まで  

より（1室 2名さまご利用時）

日目：チェックイン後ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみください。

日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート

芦之湯～湯坂道入口（約

飛龍の滝～畑宿（約 30

甘酒茶屋～元箱根（約 40

※この後に続く石畳道を“わらじ”に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

Bakery&Table 箱根でランチ（サンドウィッチ）

元箱根～箱根神社（約 10

※九頭龍神社の新宮も参拝

箱根神社～ザ・プリンス

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖より

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約

※出発まで箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

ホテル発小田原駅までお送りいたします。

箱根湯の花プリンスホテル TEL:0460

「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」

富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

一瞬で凍ってしまう体験など、富良野の寒さを身をもって体感できる

日（土・祝）～2018

日（金）～3月 24 日（土）の毎週金・土曜日

（1室 2名さま利用時）

泊朝食・温泉入浴券・ふらの星空探検ツアー参加料・

 

※サービス料・入湯税・消費税が含まれております。

は天候により中止・内容の変更の

新富良野プリンスホテル 宿泊予約係

近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さま近江神宮でかるた札のお姫さまに！十二単体験プランに！十二単体験プランに！十二単体験プランに！十二単体験プラン

かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

ジェニックな十二単を体験するプラン。

日（土）まで  

除外日：毎週月曜（祝日除く）、 

18 日（月）～2018

（1 室 2名さま利用時）

泊朝食（リニューアルレイクフロア）、

近江神宮での模擬十二単着用体験（約

※消費税・サービス料が含まれております。

びわ湖大津プリンスホテル TEL:077

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン

鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

名さまご利用時） 

日目：チェックイン後ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみください。

日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート 

芦之湯～湯坂道入口（約 20 分）～飛龍の滝（約

30 分）～甘酒茶屋（約

40 分） 

※この後に続く石畳道を“わらじ”に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

箱根でランチ（サンドウィッチ）

10 分）神社内参拝

※九頭龍神社の新宮も参拝 

箱根神社～ザ・プリンス 箱根芦ノ湖（約

箱根芦ノ湖より 

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約

※出発まで箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

ホテル発小田原駅までお送りいたします。

TEL:0460-83-5111

「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」「北海道の寒さに挑戦！なんまら寒い星空探検プラン」

富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

一瞬で凍ってしまう体験など、富良野の寒さを身をもって体感できる

2018 年 1 月 26 日（金）

（土）の毎週金・土曜日

名さま利用時） 

泊朝食・温泉入浴券・ふらの星空探検ツアー参加料・

※サービス料・入湯税・消費税が含まれております。

・内容の変更の場合がございます。

宿泊予約係 TEL:0167

に！十二単体験プランに！十二単体験プランに！十二単体験プランに！十二単体験プラン

かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

ジェニックな十二単を体験するプラン。 

2018 年 1 月 15

名さま利用時） 

泊朝食（リニューアルレイクフロア）、 

近江神宮での模擬十二単着用体験（約 30 分）  

※消費税・サービス料が含まれております。 

TEL:077-521-1111

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン

鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

 

日目：チェックイン後ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみください。

分）～飛龍の滝（約 20

分）～甘酒茶屋（約 90 分）休憩

※この後に続く石畳道を“わらじ”に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

箱根でランチ（サンドウィッチ） 

分）神社内参拝  

箱根芦ノ湖（約 20 分） 

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約 15 分）

※出発まで箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

ホテル発小田原駅までお送りいたします。 
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富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

一瞬で凍ってしまう体験など、富良野の寒さを身をもって体感できる

日（金） 

（土）の毎週金・土曜日 

泊朝食・温泉入浴券・ふらの星空探検ツアー参加料・ 

※サービス料・入湯税・消費税が含まれております。 

場合がございます。

TEL:0167-22-1111

に！十二単体験プランに！十二単体験プランに！十二単体験プランに！十二単体験プラン    ((((びわ湖大津プリンスホテルびわ湖大津プリンスホテルびわ湖大津プリンスホテルびわ湖大津プリンスホテル

かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

15 日（月） 
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鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン※ガイドは付きません。

日目：チェックイン後ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみください。

20 分）※芦之湯までは送迎します。

分）休憩 

※この後に続く石畳道を“わらじ”に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

 

分） 

※出発まで箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。 
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富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

一瞬で凍ってしまう体験など、富良野の寒さを身をもって体感できる

場合がございます。 
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かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

ふらの歓寒村では犬ぞり体験もできる
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※ガイドは付きません。

日目：チェックイン後ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみください。 

分）※芦之湯までは送迎します。

※この後に続く石畳道を“わらじ”に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

新富良野プリンスホテル新富良野プリンスホテル新富良野プリンスホテル新富良野プリンスホテル））））

富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、

一瞬で凍ってしまう体験など、富良野の寒さを身をもって体感できる
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かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

箱根山峠甘酒茶屋」小林清親画

●●●●

ふらの歓寒村では犬ぞり体験もできる

（別料金）

近江神宮

（箱根湯の花プリンスホテル）（箱根湯の花プリンスホテル）（箱根湯の花プリンスホテル）（箱根湯の花プリンスホテル）

※ガイドは付きません。 

分）※芦之湯までは送迎します。 

※この後に続く石畳道を“わらじ”に履き替え山歩き体験も可能です。（有料） 

））））    

富良野ロープウェー山頂駅から、澄んだ星の輝きをガイドの案内を聞きながら観測したり、ぬれた
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かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

箱根山峠甘酒茶屋」小林清親画

●●●● 

ふらの歓寒村では犬ぞり体験もできる

（別料金） 

近江神宮 

（箱根湯の花プリンスホテル）（箱根湯の花プリンスホテル）（箱根湯の花プリンスホテル）（箱根湯の花プリンスホテル）    

 

れた 

かるたの聖地として人気が高まる「近江神宮」に赴き、八重畳や金屏風・几帳で飾られた場所でフォト

箱根山峠甘酒茶屋」小林清親画 

ふらの歓寒村では犬ぞり体験もできる 



「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア
    
ホテルから車で約

「軽井沢高原いちご」を収穫からスイーツ作り、アフタヌーンティーまで
 

【期間】

【料金】

【内容】

   

【お問合せ

【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン
    
魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。
 
【期間】

【料金】

【内容】下田市内の周辺堤防で約

◆【オプション食育体験】あじの干物開き体験

【お問合せ】
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このほか、当社

ホテル担当者厳選のイチオシプランをご紹介

http://www.princehotels.co.jp/special/kokoro/

 

（新横浜プリンスホテル）

（札幌プリンスホテル）

（万座プリンスホテル）

（川奈プリンスホテル）

（日南南郷プリンスホテル

「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア

ホテルから車で約

「軽井沢高原いちご」を収穫からスイーツ作り、アフタヌーンティーまで

【期間】2017 年 12 月

※除外日あり。体験は、宿泊日翌日となります。

【料金】1名さま \19,565

【内容】1泊朝食＋翌日「わざ」と「食」体験

 ※消費税・サービス料が含まれております。

お問合せ】 軽井沢プリンスホテル

 

【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン

魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。

【期間】2018 年 3 月

【料金】1名さま ￥

【内容】下田市内の周辺堤防で約

海釣り体験はチェックアウト後（宿泊日の翌日）

※料金には、

 

◆【オプション食育体験】あじの干物開き体験

【お問合せ】下田プリンスホテル

個人レッスン付きのため、

初心者でも安心

」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン

このほか、当社 Web サイトにて、

ホテル担当者厳選のイチオシプランをご紹介

http://www.princehotels.co.jp/special/kokoro/

（新横浜プリンスホテル）

（札幌プリンスホテル） 

（万座プリンスホテル） 

（川奈プリンスホテル） 

日南南郷プリンスホテル

「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア

ホテルから車で約 20 分。浅間山を正面に望む絶景ロケーション

「軽井沢高原いちご」を収穫からスイーツ作り、アフタヌーンティーまで

月 11 日(月)～

※除外日あり。体験は、宿泊日翌日となります。

19,565～（フォレストツインルーム

泊朝食＋翌日「わざ」と「食」体験

※消費税・サービス料が含まれております。

軽井沢プリンスホテル

【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン

魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。

月 31 日（土）まで

￥11,715 より（

【内容】下田市内の周辺堤防で約

海釣り体験はチェックアウト後（宿泊日の翌日）

※料金には、1名さまの

◆【オプション食育体験】あじの干物開き体験

下田プリンスホテル

個人レッスン付きのため、 

初心者でも安心 

」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン」を体感するプラン    

サイトにて、 

ホテル担当者厳選のイチオシプランをご紹介

http://www.princehotels.co.jp/special/kokoro/

（新横浜プリンスホテル）  横浜醤油工場見学プラン

  フォトジェニックなカクテル付き

  50 歳からのゆったり万座雪たび

  魔法のクリスマス

日南南郷プリンスホテル） トロピカルスパークリングワイン

「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア「わざ」と「食」体験フェア    収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ

分。浅間山を正面に望む絶景ロケーション

「軽井沢高原いちご」を収穫からスイーツ作り、アフタヌーンティーまで

～2018 年 3 月 30

※除外日あり。体験は、宿泊日翌日となります。

フォレストツインルーム

泊朝食＋翌日「わざ」と「食」体験 

※消費税・サービス料が含まれております。

軽井沢プリンスホテル イースト

【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン

魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。

日（土）まで 

より（1室 2名さまご利用時）

【内容】下田市内の周辺堤防で約 3時間の体験コース。

海釣り体験はチェックアウト後（宿泊日の翌日）

名さまの 1泊室料、朝食、釣り体験料、消費税、サービス料が含まれております。

◆【オプション食育体験】あじの干物開き体験

下田プリンスホテル TEL:0558-22

 

ホテル担当者厳選のイチオシプランをご紹介 

http://www.princehotels.co.jp/special/kokoro/ 

横浜醤油工場見学プラン

フォトジェニックなカクテル付き

歳からのゆったり万座雪たび

魔法のクリスマス クリスマスディナー

トロピカルスパークリングワイン

収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ

分。浅間山を正面に望む絶景ロケーション

「軽井沢高原いちご」を収穫からスイーツ作り、アフタヌーンティーまで

30 日(金)  

※除外日あり。体験は、宿泊日翌日となります。

フォレストツインルーム 1 室

 

※消費税・サービス料が含まれております。 

イースト TEL: 0267

【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン

魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。

名さまご利用時） 

時間の体験コース。 

海釣り体験はチェックアウト後（宿泊日の翌日）9：

泊室料、朝食、釣り体験料、消費税、サービス料が含まれております。

◆【オプション食育体験】あじの干物開き体験（別料金：1名さま

22-2111 

干物開き体験で作った干物は

後日ご自宅に郵送

 

横浜醤油工場見学プラン 

フォトジェニックなカクテル付き夜景プラン

歳からのゆったり万座雪たびプラン

クリスマスディナー

トロピカルスパークリングワイン付きクリスマスプラン

収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ

分。浅間山を正面に望む絶景ロケーション

「軽井沢高原いちご」を収穫からスイーツ作り、アフタヌーンティーまで

 

※除外日あり。体験は、宿泊日翌日となります。  

室 2名さま利用時）

0267-42-1111 

【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン【食育入門】ありがとう魚たち！堤防釣りプラン（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）

魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。

 

：00A.M.現地集合。

泊室料、朝食、釣り体験料、消費税、サービス料が含まれております。

名さま ￥1,200

干物開き体験で作った干物は

後日ご自宅に郵送 

夜景プラン 

プラン 

クリスマスディナー&コンサートプラン

付きクリスマスプラン

収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ

分。浅間山を正面に望む絶景ロケーションの「軽井沢ガーデンファーム」に到着！

「軽井沢高原いちご」を収穫からスイーツ作り、アフタヌーンティーまでお楽しみいただくプラン。

名さま利用時） 

（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）

魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。

現地集合。 

泊室料、朝食、釣り体験料、消費税、サービス料が含まれております。

1,200） 

海風を浴びたあとは展望温泉へ
干物開き体験で作った干物は 

自分で収穫した苺でロールケーキを作る

コンサートプラン 

付きクリスマスプラン 

収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ収穫した軽井沢いちごで作るロールケーキ    ((((軽井沢軽井沢軽井沢軽井沢プリンスホテルプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテル

「軽井沢ガーデンファーム」に到着！

お楽しみいただくプラン。

（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）（下田プリンスホテル）    

魚をさばいたり、その魚からできた干物を食べたりすることで食育を学ぶことができます。 

泊室料、朝食、釣り体験料、消費税、サービス料が含まれております。

海風を浴びたあとは展望温泉へ

自分で収穫した苺でロールケーキを作る

プリンスホテルプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテル

「軽井沢ガーデンファーム」に到着！

お楽しみいただくプラン。

泊室料、朝食、釣り体験料、消費税、サービス料が含まれております。 

海風を浴びたあとは展望温泉へ 

自分で収穫した苺でロールケーキを作る

プリンスホテルプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテル))))        

「軽井沢ガーデンファーム」に到着！

お楽しみいただくプラン。 

 

自分で収穫した苺でロールケーキを作る 


