温泉ソムリエ
at 別邸 仙寿庵

認定セミナー

温泉ソムリエ認定セミナー at 仙寿庵
主催

貸切温泉どっとこむ ／

宿泊者 20 名様限定！夕食後に開催予定 !

群馬県 谷川温泉

を一
谷 川岳

！
望！

温泉ソムリエ公式オフ会

Night Garden Party !

群馬県 谷川温泉

6/2 sun. 20:00 〜

2019

群馬県 谷川温泉

※参加費用はお一人様￥3,000 となります。

温泉ソムリエ認定セミナー

遠間 和広

6 2

講師：家元

氏

温泉ソムリエ公式オフ会同時開催！

2019 年
月
日（日） 12:15 〜
宿泊者20 名様限定！夕食後に開催予定 !
（宿泊料金）= 合計￥47,760〜
A ￥23,760（ 温泉ソムリエ認定セミナー費用 ）+ ●
費用 ●
B ￥24,000〜
C
A
※日帰りご希望の方は ● + ●￥1,500（日帰り入浴料金）= 合計￥25,260〜

日程

貸切温泉どっとこむ ／

ポイント

①ルレ・エ・シャトー加盟のハイグレード旅館に特別料金で宿泊！

スケジュール

②美肌の湯「カルシウム・ナトリウム−硫酸塩・塩化物温泉」を源泉 100％で体感！

④シェアルームでの新しい温泉仲間との出会いに期待！
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

￥23,760 +

B 宿泊料金 下記の表で A タイプ B タイプ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

A タイプ ( 次の間あり )

（サービス料・消費税込・入湯税 別途）

2名1室
3名1室
4名1室

2 〜 4 名様宿泊で1名様だけ
「温泉ソムリエ認定セミナー」
受講でも 、他 の方たちも
割引対象です！

￥46,698
￥43,350
￥40,698

￥35,024

OFF

B タイプ ( 次の間なし )

￥40,974

OFF

￥32,513

￥38,058

￥30,002

￥36,654

OFF

OFF

￥30,731

25%

OFF

OFF

￥28,544

OFF

￥27,491

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。
シェアルームのお部屋は男女別部屋となとなります。
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。

￥24,000

男女別シェアルーム（A タイプ限定）5 人定員でシェア

日帰りの場合

OFF

25%

日帰り料金は当日現地でお支払い下さい。

※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。

お申込み

主催：

貸切温泉どっとこむ（

温泉ソムリエ認定セミナー費用（￥23,760）
の

お振込口座

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。

）

お問い合わせ・予約申し込み先
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

２日目 6/ 3（月）

１２：１５

受付開始

１２：４５

主催者挨拶 ／ 別邸 仙寿庵 代表挨拶

１１：００

チェックアウト

１３：００

セミナー１限目（５０分）

１2 ：００

２日目のおたのしみ企画

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

１６： ５０

認定式＆記念撮影

１７：００

セミナー終了

１７： 1 5

８：3０

谷川温泉 別邸 仙寿庵
電話番号：0278-20-4141
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。

○キャニオニングツアー（予定）
例）滝つぼダイブ・ラフティングなど

宿泊費用 + 追加飲食代金などをお支払いくださいませ。

※イベント内容は変更になる場合があります。

○温泉巡りツアー（予定）
例）近隣の人気の温泉をご案内

チェックイン ＜入浴など自由時間＞

１８：1 5

夕食（個室食事処にて贅を凝らした懐石料理）

２0： 0０

ナイトガーデンパーティー（ドレスコードは浴衣！！）

２２：0０

終了

アクセス
■電

１５：００

終了（時間は前後する場合があります）

集合場所：[ 別邸 仙寿庵 ] までの交通 〒379-1619 群馬県利根郡みなかみ町谷川６１４

車

・上越新幹線上毛高原駅下車 水上駅まで
バスで約 30 分水上駅（上越線）
→ 水上駅よりタクシーで約１０分

予約までの流れ

■クルマ
・関越自動車道水上 IC より約 10 分
水上 IC から 291 号線へ入り 1 つめ、2 つめ、4 つめの信号をそれぞれ左折し
谷川温泉へ 車で約 15 分

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！

①予約申込する
本セミナーの開催施設

朝食

※日帰り入浴のみの方は、ご入浴後に解散となります。

合計 ￥25,260 （温泉ソムリエ認定セミナー費用￥23,760＋入浴料 ( タオル付き ) ￥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。

※スケジュールは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。

1日目 6/2（日）

③個室食事処にて贅を尽くした懐石料理に舌つづみ！

A セミナー費用
●

主催

【ネット予約】
申し込みフォームより予約。

www.onsencom.jp/csc/a/yoyaku.html

【電話 /FAX 予約】
電話：03-5485-1311
温泉コム
FAX：03-5485-3500

予約申込後、１週間内にソムリエ認定セミ

② ナー費用（￥23,760）を振込、予約確定！
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。

現地で
お待ちしております！
※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。

