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チェックアウトまでとし割引可能人数が上限に
ついては受付を終了。

●観光ク＿ポン券：2021年7月16日（金）～2021年1
※観光クーポンは消費額の50％以内で利用。 （1,

に対して500円分が利用可能）
●GoToトラベル事業や長野県が実施する事業、 そ

他の割引事業等との併用は可能届；泊料金が2
円（他の割引適用後）未満の場合は適用不可。

詳細はこちら ※写真はイメ

こまくさ観光
さくら観光
ツアーズ信州
ツーリストJ
全日本
日の出観光
星空観光

0265-98-7078 
0265-73-3097 
0265-35-2584 
0265-48-6708 
0265-78-7111 
0265-24-7373 
090-9146-7752

お申込み•お問合せは、 お近くの「県民支えあい信州割」

オリエントトラベル 駒ヶ根支店 0265-82-6443 

オリエントトラベル 飯田本社 0265-22-6443 

東武トップツア＿ズ 伊那支店 0265-72-3103 

東武トップツアーズ 飯田支店 0265-22-1984 

トラビスジャパン 本社 0265-71-3800 

トラビスジャパン 高森営業所 0265-34-2822 

日本旅行 南信州支店 0265-72-5158 

取扱い会社まで

伊那バス観光ワイプラザ
信南観光 イオン飯田支店
信南観光 飯田鼎店
旅ネット飯田
旅プランナー

飯田ツーリストセンタ ー

東洋エクスプレス
葵交通 あおい旅行

0265-78-4321 
0265-52-9191 
0265-22-6511 
0265-52-6615 
0265-22-3715 
0265-23-1261 
0266-44-1919 
0265-86-5773 

大正12年創業
黄金色の巨石露天風呂
横谷峡に仔む一軒宿

信州・横谷峡／政府登録飼際観光旅館

横谷温泉旅館
YoKOYA ONsEN RYOKAN 

間8:30~21:op

266-67-2080
1 長野県茅野市北山5513



【共通条件】
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③信州割個室食プラン I 
【夕食】和食会席膳『雅』

※蓼科牛ステーキ付

8/27~8/31 10/18~11/7 
宿泊代金（お1人橿）

大人
(12織i;U) 小人

サービス料込 濱費税込 入漏税JJ 2名横1室利用 3~8名様1室利用 (6~11歳）

9/1~10/17 11/8~11/30 
宿泊代金（お1人撮）

大人
(12織以上） 小人

サービスn込 消費禎込・入瀑駁9I 2名様1室利用 3~8名様1室利用 (6~11歳）

【朝食】和食膳『雅朝食』
※夕食•朝食は個別のお部屋で

宿泊料金 20,000円 18,000円 9,000円
平日 長野只民割 ▲5,000円 ▲5,000円 ▲2、500円

（月～金曜日）
ちの割 ▲2,000円 ▲2,000円 ▲2,000円

日曜日

宿泊料金 18,000円 16,000円 8,000円
平日 長野戴民割 ▲5,000円 ▲5,000円 A2,SOO円

（月～金竃B)
日噸日 ちの割 A2,000円 A2,000円 ▲2,000円

｀【部屋】新館・仙峡亭
寅貫お支払い金● 13,000円 11,000円 4,500円

宿泊料金 24,000円 22,000円 11,000円

実質お支払い金鑽 11,000円 9,000円 3,500円

宿泊料金 21,000円 19,000円 9,500円

(10畳以上和室） 土曙日 長野只民割 ▲5,000円 ▲5,000円 ▲5,000円 土曜日 長野鼠民割 ▲5,000円 AS,000円 ▲2,500円

休前日 ちの割 ▲2,000円 ▲2,000円 ▲2,000円 体前日 ちの劃 ▲2,000円 ▲2,000円 ▲2,000円

Webからのこ予約はこちら�,.
実貫お支払い金● 17,000円 15,000円 4,000円 糞貫お支払い金● 14,000円 12,000円 5,000円
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髪②信州割スタンダー ドプラン ＿ 1 

【夕食】和食会席膳『雅』
※蓼科牛ステ ーキ付

【朝食】和食膳『雅朝食』
【部屋】新館・仙峡亭

(10畳以上和室）

Webからのこ予約はこちら畜? I●

8/27~8/31 10/18~11/7 
宿泊代金（お1人橿I

大人 小人
(12凰以上）

サーピス料込・消員覆込入潟畿創
1名横1室利用 3～認様1室利用 (6~11歳）

畠泊料金 17,000円 15,000円 7,500円
平日 長野只民割 .lS,000円 ▲5,000円 ▲2,500円

1月～金電日）
ちの割 ▲2,000円 "-2,000円 ▲2,000円8竃日

寅貫お支払い金● 10,000円 8,000円 3,000円

宿泊料金 21,000円 19,000円 9,500円

土IIB 是野県民割 ▲5,000円 ▲5,000円 ▲2,500円

休前日 ちの割 ▲2,000円 ▲2,000円 ▲2,000円

寅貫お支払い金韻 14,000円 12,000円 5,000円

9/1~10/17 11/8~11/30 

宿泊代金（お1人橿）
大人

小人
(12鐘以上）

サービス科込濱●船・双観
2~8名様1室利用 (6~11歳）

宿泊料金 14,000円 7,000円
平日 畏野累民割 .t.S,000円 .t.2,500円

（月～金11日）
ちの割 ▲2,000円 ▲2,000円日曜日

寅貫お支払い金• 7,000円 2,500円

宿泊料金 18,000円 9、000円

土曜日 長’"R民割 ▲5,000円 ▲2、500円
休前日 ちの割 ▲2,000円 ▲2,000円

寅質お支払い金韻 11,000円 4,500円

乍 ①信州割リーズナブルプラン ' ~S 9 っ •
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【夕食】和食会席膳『月』
【朝食】和食膳

【部屋】おまかせ(10畳以上和室）
お部屋の選択は当館におまかせください
※本館・清流荘和洋室ご指定は1,000円増し
※新館・仙峡亭ご指定は2,000円増し

Webからのこ予約はこちら⑯P

8/27~8/31 10/18~11/7 

宿泊代金（お1人績）
大人

小人
(12歳以上）

サービス隅込•清胄畿込 入遍裂創
2~8名様1室利用 (6~19歳）

宕泊料金 12、000円 6,000円
平日 長野景民割 ...5,000円 ▲2、500円

(Jj～金竃日）
ちの割 ▲2,000円 ▲2,000円日曝El

寅貫お支払い量• 5,000円 1,500円

宿泊料金 16,000円 8,000円

土曙日 長野只民割 ▲5,000円 i.2,500円

休前日 ちの書J &2,000円 ▲2,000円

寅賣お支払い金● 9,000l'l 3,SOOl'l 

9/1~10/17 11/8~11/30 

宿泊代金（お1人撮）
大人

小人
(12績U I-) 

.,.ービス料込 清貴翫込・入漏裂9j
2~8名様1室利用 (6~11歳）

宿泊料金 10,000円 5,000円
平日 畏野凩民劃 ▲5,000円 ▲2、500円

ぴ～貪11日）
ちの割 &2,000円 ▲2,000円日曜日

寅貫お支払い量● 3,000円 500円

宿泊料金 14,000円 7、000円

土曜日 長野只民割 .6.5,000円 ▲2,500円

休前日 ちの割 Al,000円 ▲2,000円

宴貫お支払い會● 7,000円 2,SOO円

【変更•取消料】
チェックイン15:00~／チェックアウト10:00

●小人料金(6歳～11歳）はお食事によって異なリます
・大人と同等メニューは、大人と同料金 悶： I言:|悶| 1悶。:特典：貸切盆天風呂40分1回無料（通常3,000円）

・入湯税：150円(12歳以上）
・簡易ベッド：1脚1,100円
・1名様1室利用は6,000円増し ・

・小人料金の料理は、夕朝食ともにお子様用メニュー

・幼児でお子様メニュ ーの食事・寝具付は、小人と同額
・幼児で食事なし・寝具あリは、2,200円
・幼児で食事なし ・ 寝具なしは、大人1名につき2名まで無料 ※記載料金はすべて消費税込

別注料理 I いl "r 信州割観光クー ポン券
呵

海鮮板盛り：8,800円(5人前）

大正 12年創業
黄金色の巨石露天風呂
横谷峡に仔む一軒宿

蓼科牛ステ ーキ：1,980円(1人前）

●和牛しゃぶしゃぶ：2,200円(1人前）
●信州馬刺し：2,200円(1人前）
●飲み放題(2時間）：2,200円(1名様）

生ビール ・ ビール ・ 日本酒 ・ ハイボール ・ 焼酎
オレンジジュース ・ コ ーラ ・ ウー ロン茶
※記載料金はすべて消費税込

※別注料理は、ご宿泊の3日前までに
お申し込みください

信州・横谷峡／政府登録国際観光旅館

横谷温泉旅館
YOKOYA ONSEN RYOKAN 

ちの割観光クー ポン券使えます
信州手打ちそば工房

当館直営 d虹封ヰJ莞
匹0266-67-2343

メルヘン街道（国道299号）沿い横谷峡入口

石臼挽き十割手打ぢ蕎麦
●天せいろ1,800円 ●ミニ天丼500円

し
●もりそば1,000円 ●そは稲荷500円

ヽ

予約受付時間8：叩～21:00

TEL.0266-67-2080 
〒391-0301長野県茅野市北山5513 _: 
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