
認定セミナー

日程　

費用

2019 年      月           日（月・祝）
   ￥23,760（ 温泉ソムリエ認定セミナー費用 ）+     ●B

●C （ 施設利用料※日帰り入浴料含む）  日帰りご希望の方は
  （ オフ会費用含む宿泊料金）  =

￥1,500
 ￥13,000～  合計￥36,760～

合計￥25,260～

99 2323
※ ●A + =

12:15 ～
●A

at 妙湶和樂 嵐渓荘  at 妙湶和樂 嵐渓荘  認定セミナー
新潟県
越後長野温泉 
新潟県
越後長野温泉 

④【施設】改装を施した客室から伝統を感じる和室まで“種類豊富な客室”  
⑤【食】名物の“温泉粥”などココでしか味わえない料理！     
⑥【特典】セミナー受講者はもちろん同行者も“特別割引価格”で宿泊できます！
⑦【交流】温泉ソムリエの先輩達と“公式オフ会”で情報交換！

①【温泉】レアで効能豊かな“濃厚な食塩泉”を露天風呂や貸切風呂で体感！ 
②【歴史】国の“登録有形文化財”に指定された本館は圧巻！
③【環境】渓流と山に囲まれた“秘湯の一軒宿”で癒される！ 

公式オフ会同日開催！
18:20~

渓流館

この客室についての詳細はこちら＞＞

緑風館 国登録有形文化財

※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※温泉ソムリエ認定セミナー費用のみ事前にお振込みいただき、ご入金確認後、ご予約確定となります。
※セミナー費用以外の宿泊代金やお飲物代などは当日現地にてお支払ください。

日帰りの場合 合計 ￥25,260    （温泉ソムリエ認定セミナー費用￥23,760＋ 施設利用料 入浴可 ￥1,500）
★セミナー費用 ¥23,760のみ、下記銀行口座までお振込み下さい。　日帰り料金は当日現地でお支払い下さい。

+ （サービス料・消費税込・入湯税150円別途）●B宿泊料金 1泊2食付のお一人様宿泊料金￥23,760●Aセミナー費用
（消費税込）

温泉ソムリエ認定セミナー費用＝受講料、テキスト料、認定料

ご注意）
シェアルームはお部屋の数に限りがあるためご注意ください。
シェアルームご予約の際はお友達とご一緒の予約でも1名様ずつ
でのご予約となります。

￥13,000 

￥14,000 

●B

1 名 1 室

3 ～5名 1 室 

2 名 1 室 

りんどう (8畳)
トイレ付 /平屋

￥14,600 ￥15,270 
OFF

￥17,400 ￥18,510 
OFF

緑風館

￥14,600 ￥15,270 
OFF

￥17,400 ￥18,510 
OFF

×
バス・トイレ無／文化財 (禁煙 )

￥21,000 ￥22,830 
OFF

￥18,300 ￥19,590 
OFF

×

渓流館
バス・トイレ付／RC造りんどう (６畳) ※定員3名 ※定員4名

￥16,135 ￥21,680 

トイレ付 /平屋

￥14,600 ￥15,270 
OFF

￥14,600 ￥15,270 
OFF

下記の表での客室をお選びください。※お得に泊まれる男女別のシェアルームもあります。

1泊2食付のお一人様宿泊料金
（サービス料・消費税込・入湯税 別途）

●C

宿泊料金
文化財に

お得に

泊まろ
う！

（1 部屋 3 ～ 10 人でシェア）

（1 部屋 3 ～ 5人でシェア）

男性シェアルーム 緑風館（25畳×1室） ※国登録有形文化財の本館（禁煙） 

女性シェアルーム 緑風館（10～ 14畳×2室） ※国登録有形文化財の本館（禁煙） 

宿泊なしオフ会参加も可
（税込）飲み物代別￥6,480

ポイント

緑緑緑風風 録有形文化財録国登録風館風館 録

昭和初期に造られた料亭を昭和30年に移築した、嵐渓荘の象徴とも言える本館。客室は座敷飾りの意匠が随所に

施されており、例えば飾り窓に施された意匠は大正末期に流行したもの。趣深い客室にはバス・トイレは付いてい

ないが、窓からは嵐渓荘の庭園を望むことができ、古き良き日本の原風景を彷彿とさせる。緑風館は平成24年に、

日本の歴史的景観を引き立てているとと評価され、国登録有形文化財に指定された。

文化財の保護のため客室内は禁煙。

渓渓流渓流流館館

りんどうりんどどううど

渓谷美を堪能できる、平成4年新築の新館。バス・

トイレ付き。

客室の水道から「真木の清水」と呼ばれる山の湧き

水を堪能できる。

この客室についての詳細はこちら＞＞

昭和30年代に造られ、平成13年に改築された

木造平屋タイプの客室棟。山手に面しており、

リーズナブルな料金設定。

この客室についての詳細はこちら＞＞

文化財に

お得に

泊まろう
！

貸切温泉どっとこむ
プロデュース

＆旅温泉 ONSEN & TRAVEL CLUB
倶楽部

 温泉ソムリエ認定セミナー　
講師：家元 遠間 和広 氏



             

お申込み

みずほ銀行 渋谷支店（普通）１１４２８９５
名義：温泉コム株式会社
※振込手数料はご負担下さい。
※入金の確認が取れた時点で、予約確定とさせていただきます。
　ご希望の客室がある場合はお早めにご入金ください。

お振込口座
温泉ソムリエ認定セミナー費用（￥23,760）

貸切温泉どっとこむ主催： （                       ）

温泉コム株式会社
電話番号：03-5485-1311（代表）
受付時間：月～金13:00～ 18:00  定休日：土日祝
FAX番号：03-5485-3500
Email ： info@onsencom.jp

お問い合わせ・予約申し込み先 本セミナーの開催施設　

越後長野温泉　嵐渓荘
電話番号：0256-47-2211　
受付時間：9：00～ 18：00
★ご予約は、上記『温泉コム株式会社』までお願い致します。

＆旅温泉 ONSEN & TRAVEL CLUB
倶楽部

１２：１５　受付開始

１２：４５ 　主催者挨拶／妙湶和楽 嵐渓荘 代表挨拶

１３：００ 　セミナー１限目（５０分）

１４：００ 　セミナー２限目（５０分）

１５：００ 　セミナー３限目（５０分）

１６：００ 　まとめ＆質疑応答 /認定式＆記念撮影

１７：００ 　チェックイン ＜入浴など自由時間＞

１８：２０　夕食（温泉ソムリエ公式オフ会）
 　

２１：００ 　終了

１日目【9/23（月・祝）】

※スケジュールは予定変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

　８：００ 　朝食

１０：００ 　チェックアウト

１１：００ 　周辺の温泉巡り or 女将さん講師による

                  森林浴＆渓流ヨガ教室（雨天の場合中止）

                    ※イベント内容は変更になる場合があります。　　　　　

１2：00～１５：00　終了（時間は前後する場合があります）

２日目【9/24（火）】

宿泊費用+追加飲食代金などをお支払いくださいませ。

≪送迎希望の方≫燕三条駅もしくは東三条駅までお迎えに参ります。

温泉ソムリエ家元　遠間和広氏
司会：温泉コム代表 大竹仁一

スケジュール

※日帰り入浴のみの方は、ご入浴後に解散となります。

※日帰りオフ会参加の方は、終了後に解散となります。
※日帰りの方は、送迎がございませんのでご注意ください。

ネット予約で満室の場合も、キャンセルなどで空室がある場合がございます。お問い合わせはお電話でどうぞ！予約までの流れ

【ネット予約】
予約フォームに回答して申し込み。
www.onsencom.jp/csc/a/s-yoyaku.html
【電話 /FAX予約】
　　　　電話：03-5485-1311
　　　　 FAX：03-5485-3500

①予約申込する
温泉ソムリエ認定セミナー主催の温泉
コム（株）口座へ温泉ソムリエセミナー
費用￥23,760のみお振込。
⇒入金確認次第、予約確定！
※入金が確認できませんと予約無効と
なります。

※温泉ソムリエ認定セミナー費
用以外（宿泊料金・別途飲食代金・
オプション代金など）は、現地
でのお支払いとなります。

② 予約申込後、１週間内にソムリエ認定セミ
ナー費用（￥23,760）を振込、予約確定！ 現地で

お待ちしております！

温泉コム

集合場所：[嵐渓荘 ]までの交通アクセス

■電　車
・上越新幹線燕三条駅からバス、または
   タクシーで約45分終点下車、バス停から      
　送迎車で約3分 

■クルマ
・関東方面：東京 /練馬 IC→関越自動車道→北陸自動車道→三条燕 IC→一般道
・信州方面：長野 IC→上信越自動車道→上越 JCT→北陸自動車道→三条燕 IC→一般道
・北陸方面：富山 IC→北陸自動車道→三条燕 IC→一般道
・会津方面：磐梯熱海 IC→磐越越自動車道→安田 IC→R290号

〒955-0132  新潟県三条市長野 1450

楽しいイベントもご用意しております。

女将講師による森林浴ヨガ 嵐渓荘・貸切露天風呂「石湯」


