
施設名 住所 電話番号 特徴・サービス内容 料金 ※ 特記事項

① 佐賀市の皆様への恩返しプラン

・佐賀のブランド食材会席・貸切庭園風呂無料・ドリンク

飲み放題（アルコール含）・お部屋選択自由（先着順）・

小学4年生以上対応

¥20,000

・平日限定

・ドリンク持込OK

・お盆年末年始は利用不可

② 佐賀市のお子様限定無料プラン

・佐賀のブランド食材会席・貸切庭園風呂無料・ドリンク

飲み放題（アルコール含）・お部屋は限定（選択不可）・

お子様ランチ2食付き・小学3年生以下（2名様まで）

¥20,000

・土曜日可

・ドリンク持込OK

・お盆年末年始は利用不可

佐賀牛ステーキと季節会席プラ

ン

佐賀牛をメインに地産にこだわった四季折々の旬のお料理

をお楽しみ下さい。家族風呂ご利用無料です。
¥13,800

お子さまプラン（小学生まで） 【夕食】お子様ランチカレー付き　【朝食】子ども用朝食 ¥6,600

ﾘﾆｭｰｱﾙﾃﾞﾗｯｸｽ和洋室佐賀牛ス

テーキと季節会席プラン

シモンズのセミダブルベッド、シャワー付きのゆったりと

した部屋でごゆっくりとお過ごしください。家族風呂ご利

用無料です。

¥19,400

お子さまプラン（小学生まで） 【夕食】お子様ランチカレー付き　【朝食】子ども用朝食 ¥6,600

① 佐賀牛ステーキコース

季節の会席に佐賀牛のステーキが付くプラン。源泉100％

かけ流しぬる湯が楽しめます。お食事は朝夕個室でご提

供。1日4組限定。子ども料金（小学生まで）半額。

¥13,500

② 旬の季節会席　コース

山の幸をふんだんに使った会席が味わえるプラン。鮎の塩

焼き・炊き合わせなどの山里料理です。お食事は朝夕個室

でご提供。1日4組限定。子ども料金（小学生まで）半額。

¥11,000

①
佐賀市民限定！今こそ離れ特別

室プラン

通常祝前日￥26,400（税込）の離れと￥29,700（税込）の

特別室の2室からチョイス。佐賀牛の石焼が付くグルメプ

ラン。両室共専用風呂付。詳しくは公式ホームページをご

覧ください。

¥22,000

②
佐賀市民限定！がんばれ古湯が

んばれ大和屋プラン

通常祝前日￥13,200（税込）がこの価格で！1泊2食付き、

そして夕食は部屋食。今こそ6尺酒樽貸切風呂やエステ・

バラ風呂に胡蝶蘭風呂など（料金別途）体験してみません

か？詳しくは公式ホームページをご覧下さい。

¥11,000

③

シーリーのベッドでぐっすり、

ハンモックでゆったり当館唯一

の洋間　”月のうさぎ”プラン

令和元年オープンの当館唯一の洋室カウンターテーブル

で、いわゆる「横並び」のスタイル。シーリーのベッドに

テラス付きの部屋は秋口の紅葉が手に取れます。貸切六尺

樽風呂1回サービス。

¥16,500
・食事は食事処でも可能です。

・佐賀牛は別注文でお出しできます。

「ちょい旅さが」市民宿泊キャンペーン　特別宿泊プラン一覧

プラン名

1 鶴霊泉

つかさ

・お盆（8/13～8/15、

　年末年始（12/29～1/3）は

　利用不可

2

3

・休前日及びお盆利用可

・年末年始は利用不可

・詳しくはお電話にてお尋ねください。

東京家

4 大和屋

①

②

富士町古湯875 58-2021

富士町古湯865 58-2211

富士町古湯836 58-2005

富士町古湯860 58-2101

2020年7月6日12：00より受付開始。定員に達し次第終了となります。

・カード利用不可

・休前日利用可

・お盆年末年始利用不可

・特別室のﾁｪｯｸｱｳﾄは10時となります。

[  古湯・熊の川温泉  ] ※お客様負担は料金記載額の半額です(休前日アップ含）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※入湯税150円（1人1泊）は別途いただきます。



施設名 住所 電話番号 特徴・サービス内容 料金 ※ 特記事項

「ちょい旅さが」市民宿泊キャンペーン　特別宿泊プラン一覧

プラン名

2020年7月6日12：00より受付開始。定員に達し次第終了となります。

[  古湯・熊の川温泉  ] ※お客様負担は料金記載額の半額です(休前日アップ含）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※入湯税150円（1人1泊）は別途いただきます。

半露天付季節の会席を味わう料

理長オススメプラン
半露天付客室（和室12畳）をご準備いたします。 ¥22,000

・休前日は24,000円

・お盆年末年始利用不可

お子さまプラン

・食事+布団￥15,400　・お子様ランチ+布団￥7,700

・お子様ランチ（布団なし）￥4,400　・食事布団なし

￥1,100

・休前日は食事+布団￥17,400

・お子様ランチプランは追加料金なし

露天付季節の会席を味わう料理

長オススメプラン
露天付客室（和室8畳）をご準備いたします。3名様まで。 ¥17,600

・休前日は19,800円

・お盆年末年始利用不可

お子さまプラン

・食事+布団￥12,320　・お子様ランチ+布団￥7,700

・お子様ランチ（布団なし）￥4,400・食事布団なし

￥1,100

・休前日は食事+布団￥13,860

・お子様ランチプランは追加料金なし

山あかりで至福のひとときプラ

ン

チェックイン15時→14時。チェックアウト10時→11時。全

室露天付離れの宿なので周りも気にせずゆっくりと過ごせ

ます。

¥26,000

お子さまプラン 小学生まで（食事+布団付き）。食事布団なし￥1,000 ¥13,000

① 料理長おまかせ四季会席プラン

オーナーシェフ自ら心を込めて調理する四季会席大満足

コース。山菜や野菜の小鉢、佐賀産和牛陶板焼き、有田鳥

と地元野菜のグラタン、鮎の甘露煮、旬の野菜の点、出汁

自慢の茶碗蒸し等々。もちろんお部屋食で提供。

¥15,400

・飲み物は別途料金いただきます。

・お盆年末年始（12/26～1/9）は利用

不可

・詳しくはお電話にてお尋ねください。

②

お料理贅沢フルコース♪佐賀の

冷酒3種飲み比べ付きプラン（冷

酒おかわり放題）

お料理贅沢フルコース。佐賀の冷酒3種飲み比べ付きプラ

ン（冷酒を含む飲み物おかわり放題）佐賀牛陶板焼き、当

日仕入の質重視玄海鮮魚のお造り、山菜小鉢やグラタン

等々、贅沢大満足フルコース！アルコール含む飲み放題込

み。もちろんお部屋食で提供。

¥18,700

・休前日及びお盆利用可

・年末年始（12/26～1/9）は利用不可

・詳しくはお電話にてお尋ねください。

千曲荘7

①

6 山あかり 58-2106

富士町古湯878 58-2047

5

①

清川

②

・土・祝前日は3,000円プラス

・お盆年末年始利用不可

・ヒノキ露天客室のみ

・陶器露天客室はお一人様2,000プラス

・館内ではマスク着用をお願いします

富士町小副川2093 58-2231

富士町古湯792-1



施設名 住所 電話番号 特徴・サービス内容 料金 ※ 特記事項

「ちょい旅さが」市民宿泊キャンペーン　特別宿泊プラン一覧

プラン名

2020年7月6日12：00より受付開始。定員に達し次第終了となります。

[  古湯・熊の川温泉  ] ※お客様負担は料金記載額の半額です(休前日アップ含）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※入湯税150円（1人1泊）は別途いただきます。

佐賀牛しゃぶしゃぶプラン

他のお客様との非接触を考慮して、家族風呂で対応いたし

ます。お食事は時間をずらしたり、パーテーションで間仕

切り等行いソーシャルディスタンスに配慮いたします。

¥15,000

お子さまプラン 小学生3年生まで ¥7,500

佐賀牛ステーキプラン

他のお客様との非接触を考慮して、家族風呂で対応いたし

ます。お食事は時間をずらしたり、パーテーションで間仕

切り等行いソーシャルディスタンスに配慮いたします。

¥20,000

お子さまプラン 小学生3年生まで ¥10,000

① 通常プラン
お食事はお客様ごとに部屋を間仕切ります。「すき焼き」

と「鯉の洗い」を中心に提供いたします。
¥10,000

② 佐賀ん酒プラン

お食事はお客様ごとに部屋を間仕切ります。「すき焼き」

と「鯉の洗い」「瓦そば」を中心に提供いたします。佐賀

ん酒飲み比べセット付き。

¥16,000

③
先着10組様限り！

女将おすすめ「茂吉プラン」

歌人斎藤茂吉が愛した鰻が付く贅沢プラン。佐賀牛すき焼

き・瓦そば・鯉の洗いに「女将厳選の佐賀のお酒」と飲み

放題。　　　　　　　　　　　　　　　佐賀市のみなさま

への特別プランです。先着10組様限り！

¥20,000

・入湯税150円別

・お子さま（小学生まで）半額

・休前日同料金

・年末年始は利用不可

① 自分だけの時間プラン
離れ露天付客室。お食事は部屋の入口までお持ちします。

小学生まで8,800円プラン・6,600円プランあります。
¥18,000

・休前日は2,000円アップ

・仲居が客室に入ることはほとんどござ

いません

・限りなく非接触・布団は敷いています

②
自分たちだけでゆっくりお風呂

貸切プラン

本館客室。大浴場（岩風呂）を貸切ります（時間制）。3

蜜を防いで広間でお食事（テーブルの間隔をゆったり取り

ます）。小学生まで7,700円プラン・5,500円プランありま

す。

¥15,000

・休前日は2,000円アップ

・仲居が客室に入ることはほとんどござ

いません・食事の際係はマスク着用

・布団は敷いています

9 扇屋 富士町古湯873 58-2121

8 山水

①

②

・宿泊は土曜日のみご利用いただけま

す。

・年末年始利用不可

・休前日は2,000円アップ

・お盆年末年始利用不可

・詳しくはお電話にてお尋ねください。

10 杉乃家 58-2216

58-2131

090-

1348-

6968

富士町古湯877-1

富士町小副川2635



施設名 住所 電話番号 特徴・サービス内容 料金 ※ 特記事項

「ちょい旅さが」市民宿泊キャンペーン　特別宿泊プラン一覧

プラン名

2020年7月6日12：00より受付開始。定員に達し次第終了となります。

[  古湯・熊の川温泉  ] ※お客様負担は料金記載額の半額です(休前日アップ含）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※入湯税150円（1人1泊）は別途いただきます。

① 「夢千鳥へようこそ」プラン

夢千鳥のお料理（お豆腐料理や季節を感じる板長特製のお

料理の数々）。元亜萬桃パティシェによる手作りスイー

ツ、貸切風呂、佐賀の地酒を含んだ飲み放題など、1泊2食

に夢千鳥の特徴をふんだんに盛り込んだプランです。

¥18,000

・入湯税150円別

・土曜祝前日は2,000円アップ

・お部屋食の対応可

・子ども料金7,000円

②
一度は泊まってみたかった「離

れ」ご宿泊プラン

夢千鳥の離れ「奥千鳥」で静かにおくつろぎいただけるプ

ランです。本館内湯の他、3つある貸切湯から1つ選んでご

入浴いただけます。お食事は、別室で部屋食でどうぞ。佐

賀牛や伊勢海老など豪華な食材を盛り込んだスペシャル

コースをご用意します。【お品書き】前菜・小判カラス

ミ・鮑・キャビアチーズ・鰻・水晶寄せ・黄金焼・造り

（鮪中トロ・河豚）・焼き物（タラバガニ）・蓋物（伊勢

海老貝足煮）・台ノ物（天然鯛しゃぶしゃぶ）・凌ぎ（北

海飯：雲丹いくら）・椀（鱧吸物）・洋皿（佐賀牛ステー

キ）・水菓子（高級フルーツ色々）飲み物は飲み放題プラ

ン付き（佐賀の地酒もあります）。

¥26,000
・土曜祝前日は2,000円アップ

・子ども料金8,000円

会席プラン
富士町産の米と野菜を使った会席料理。野菜・肉・魚色と

りどりのメニューです。
¥10,000

お子さまプラン 小学生は半額（幼児は食事宿泊代2,500円） ¥5,000

バーベキュープラン
民宿の中庭で3密を避け、きれいな緑の山あいを眺めなが

らバーベキューをお楽しみいただけます。
¥10,000

お子さまプラン 小学生は半額（幼児は食事宿泊代2,500円） ¥5,000

13 英龍温泉 富士町古湯835 58-2135 ① ゆっくりプラン

英龍泉源・徐福泉源の２つの温泉が楽しめる大浴場。ま

た、貸切浴場も２つ用意して地場産の料理でゆっくりお楽

しみください。

¥6,000

・飲み物は別途料金

・貸切湯は別途料金

・子ども料金（小学生以下）3,200円

・飲み放題2時間2,200円①

51-0155

②

民宿みみ12 富士町上熊川315-1 63-0100

11

・飲み放題2時間2,200円

夢千鳥 富士町上熊川288



施設名 住所 電話番号 特徴・サービス内容 料金 ※ 特記事項

「ちょい旅さが」市民宿泊キャンペーン　特別宿泊プラン一覧

プラン名

2020年7月6日12：00より受付開始。定員に達し次第終了となります。

[  古湯・熊の川温泉  ] ※お客様負担は料金記載額の半額です(休前日アップ含）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※入湯税150円（1人1泊）は別途いただきます。

①
佐賀市民対象宿泊プラン「時を

忘れる滞在和室12畳」

1泊2食プラン。膳座敷「季味」にて和会席。遠出はちょっ

と…とお考えの方、この機会にぜひ時を忘れる滞在を。

￥17,000

～

・2名1室　￥20,000/1名

・3名1室　￥18,000/1名

・4名以上　￥17,000/1名

・土曜・祝前日￥4,000アップ

・お子様￥7,400・￥9,600

・大人と同内容大人料金70％

②
佐賀市民対象宿泊プラン「上質

な空間Laxuary Stay」

1泊2食プラン。膳座敷「季味」にて和会席。ベッドルー

ム・リビングルームが独立した和を彷彿とさせながらも

シックでモダンなインテリアの上質な空間。

¥30,000 ・土曜・祝前日￥4,000アップ

① 1泊2食付きプラン
免疫力アップをめざした肉・魚・野菜・発酵食品を使った

献立になります。
¥7,500

② 湯治・ビジネスプラン 2名様からのご利用になります。食事は毎日変わります。 ¥6,500

①
【ぬる湯を満喫】「癒しのゆっ

たり」プラン（和室）

（平日）

￥10,978

（土日祝）

￥12,980

②

【ぬる湯を満喫】「癒しのゆっ

たり」プラン（洋室・露天付和

室）

（平日）

￥12,375

（土日祝）

￥14,080

富士町古湯556 51-8111

15 幸屋 ・2泊以上の方は1泊500円引き

14 ONCRI

都合によりプランの内容が変更になる場合がございます。何卒ご了承ください。

全室が嘉瀬川に面した明るく見晴らしの良い部屋です。幽

玄たる森を眺め、川のせせらぎに耳を澄まし、木々の香り

が楽しめる「感動露天風呂」と旬の食材を使った料理をお

楽しみください。

16
富士ビラ

山華の正
富士町小副川2208-1 58-2120

・小学生料金は大人料金の60％

・小学生未満は大人料金の35％

・お盆（8/13～8/15）、年末年始

（12/30～1/3）は利用不可

・露天付和室には別途料金が発生しま

す。詳しくはお電話にてお問い合わせく

ださい。

富士町古湯845 58-2621


