
おんたけ休暇村健康増進リフレッシュプラン -・・・・R""'官;，.:.M.~~ ・・・F丞;軍事L 3・・・... ・・・・・E で ._. 司包 ーヨ・・・・・・・・

pM:"s:I ~. ， ・IIJ罰1竺l盟 国 ・

<>おんたけ休暇村の貸切パスで名城公園よりご案内いたします。 <>添乗員は同行いたしません。2目白のみ現地係員がこ案内いたします。
<>募集定員30人 愚少催行人員7人 客室タイプl草、和室 (トイレ無)となります。トイレ付をご利用の場合は割憎料金がかかります。
相部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1部屋をご希望の方は、 1~自につき500円追加になります。{淡和室利用の場合) 0客室l孟全霊祭煙となります.

~~'-' .. ，--;ミ三宅

コース名 食事 旅行代金 初;88 2日目 38目
2名1室利用大人1入品たり

名械公園9:00出発

日本遺産 I赤沢自然休養林jと 朝2 赤沢自然休養林 休暇村→御岳ロープウェイ→

御岳ロープウェイ融策
昼1 25，000円 10/4 (月)

(散策・各自昼食) 木曽馬の里→休暇村(泊)タ2

休暇村 (泊)

名械公園9:30出発
休綴村

朝2 馬篇宿 休暇村→塩嶺御野立公園→
馬寵宿散策と諏訪大社散策 昼1 23，500円 1017 (木)

(散策・各自昼食) 諏訪大社下社→休暇村(泊)
回の原天然公冨

タ2

休眠村(泊) 休暇村

名城公園9:00出発
(各自昼食)

靭2開田高原散策と
昼1 23，000円 10パ4(木) 木曽馬の皇

休暇村→上高地(散策・各自昼食) 名城公園

紅葉の上高地散策 タ2 →休暇村(泊) 17:15 

休暇村(泊) 到猶予定

日本遺産{赤沢自然休養林jと 朝2 名級公園9:00出発

紅葉の乗鞍高原歓策
昼1 23，000円 10/17 (日) 休暇村→乗鍛高原→休暇村(泊)
タ2 赤沢自然休養林

日本遺産「赤沢自然休養林jと 朝2 (散策・各自昼食)
休暇村→上高地(散策・各自昼食)

上高地紅葉ハイキング
昼O 23，000円 10/27 (水)

→休暇村(泊)タ2 休暇村(泊)

花巡りウォーキング食 令和4年 名械公園10:00出発
休暇村

朝2 休暇村→高速城祉公園→
日本さくら名所100選 昼1 23，000円 4/4 (月)

かんでんぽぽガーデン→休暇村 (泊) 八海山
高速城祉公園

タ2 4/ア(木) 馬簡宿
(散策・各自昼食)

奈良井宿

花巡りウォーキング食 朝2 令和4年 南木曾天白公園 休暇村→駒ヶ根:光前寺→ (散策・各自昼食)

昼1 23，000円 4/10 (日) 駒ヶ根ファームス→
駒ヶ根:光前寺 タ2 4/13 (水) 休暇村(泊) かんでんぽぽガーデン→休暇村(泊)

名城公園16:45
到着予定

EM:"s:E休暇村集合
o休眠村に各自集合と怠ります.(名古屋からの送迎はございません)<>JRでお越しの方l車、木.福島駅より送迎{要予約:無料)いたします. えノ2巳自はおんたけ休暇村の貨切パスにて案内致します。
<>添乗員は同行いたしません。28自のみ現地係員がこ案内いたします. 募集定員20名 量少催行人員5名 <>客室1;全霊禁煙とはります.
<)客室タイプは和室 (トイレ無)と芯ります。トイレ付をご利用の場合はIJIII料金がかかります.
相部屋不可.お1人でご参加の万及び1人1室をご希望の方1;、15自につき500円追加になります.(平和室利用の場合)

コース名 食事 旅行代金 初;8日 2日目 3日目
2名1室利用大人1人あたり

日和国高原 朝2 休暇村→日和田昌原(きのこ狩り)→
ご希望の方は、午前に田の原 l

きのこ狩り& 昼1 22，000円 10/6 (水) 天問へこ納いー 。l
開田高原散策

タ2 木曽馬の里→休暇村(泊) "'天候状況により中止になる場合が
ございます。

※写真l基金てイメージで、す



山に霊ろう! (>おんたけ休眠村の貸切パスで出発地よりご寮内いたします。 (>添乗員は同行いたしません。現地係員がこ案内いたします。
(>客室は全霊禁煙と怠ります. (>客室タイプ1<1和室(トイレ無)となります。トイレ付をご利用の場合l草割増料金がかかります。
(>相部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1室をご希望の方は、 1泊につき500円追加になります。(諜和室利用の場合)

JR木曽箔島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泊) 到着後安全登山教室

休暇村→白骨温泉登山口~

十石山~白骨温泉登山口→

JR木曽福島駅 (18:00到着予定)

中央アルプス大展望

令初3年11月」辺8(主1-21日(8)(1l自284食:朝1昼2夕刊

'=r_ 大人 19.000肉 体力 *ポ

15名 (掻少催行人員4名) 箆術 *ず

1白目:約 1時間30分 2日目:約3時間

1白目 JR木曽福島駅 (11:30出発)→

休暇村(泊) 到着後

御岳高原 (散策) 安全登山教室

休暇村→高鳥谷神社~高鳥谷山~
高鳥谷神社→JR木曽福島駅

(17:00至盟主霊」

r.τ . f二重~.:~-:t ，r.JE3:o]:. 
紅葉の木曽山脈支綾

令羽3年10月20日(水)-21日(木)(1泊2日4食:朝1昼2タ1)

"" ~ 大人 18.000円 体力 合削

15名 (愚少催行人員4名) 鐙術 合引

1日目 :約1時間30分 2日目:約5時間

1日目 JR木曽福島駅 (11:30出発)→

休畷村 (泊) 到着後

御岳高原 (散策) 安全登山教室

2日目 休暇村→蘭キャンプ場登山口~

南木曽岳~展望台~

蘭キャンプ場登山口→JR南木曽駅

(17・15到着予定)

出 I (E:ld1lJ. 翠盟国・
御獄山大展望

1日目 JR木曾福島駅 (13:10出発)→

休暇村(泊) 到着後安全登山教室

休暇村→水交冨→滝越登山口~

小秀山~乙女渓谷キャンプ場→

JR中津川駅 (18:00到着予定)

甲斐駒ヶ唇と八ヶ岳の展望台

令和3年11月9日(火)-10日(水)(1192 84食・朝1昼2タ1) 3年11月14日(臼)-15日(月)(1泊283食:朝1昼1タ1)
大人 18.500円 体力 **ザ yぞ， 1大人 20.000円 |体力 削

10名 (最少催行人員4名) 鎗術 *;

1813:約1時間30分 2日目目 約5時間30分
一 一一一
一 1日目 JR木曽福島駅 (11:30出発)→

休暇村 (泊) 到着後

御岳高原 (散策) 安全登山教室

2日目休暇村→黒谷林道入口ゲ ト~

白草山~黒谷林道入口ゲート→
JR中津川駅 (17:30到着予定)

-・-・a冒-司凶凶圃F ・・・圃 軒冒唱圃圃司F 圃

伊耳目谷を見下ろす震望の里山

令手03年12月48(土)_.....58l日)(1泊283食:弱1昼1タ1)
大人 20.000円 体力 合合4

15名 (最少催行人員4名) 筏術 *1

2日目 :約5時間30分

1日目 JR木曽福島駅 (13・10出発)→

休殿村 (泊) 到着後安全登山教室

2日目 休暇村→御獄登山口駐車場~傘山

~御富島登山口駐車場→JR中津川駅

(16:35到着予定)

冬山霊山教室

令羽4年3月98(水)-11日(金)(2治3日6食:朝2昼2タ2)
守~'..... 大人 41.000円 体力 食削

15名 (愚少催行人員5名) 娘術 **-1 . I ー←十

... 炉・・ーー-

2日目 :約4時間 3日目:約6時間 I I歩行

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)ー | 

休脇村 (泊) 1 

到着後安全登山教室 | 

2日目 休眠村→美濃戸口~赤岳鉱泉 (泊)1 

...赤岳iii;泉は相部屋 "

3日目 赤岳鉱泉~硫黄岳~赤岳鉱泉~
美濃戸口→JR木曽福島駅

(16:30到着予定)

10名 {鰻少催行人員4名) 妓術 *j ，.u胃 1

2日呂:約4時間 l 

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泊) 到着後安全登山教室

2日包 休鍛村→矢立石登山口駐車場~

1日目

2日目

日向山・雁ヶ原~尾白川渓谷駐車場

→JR木曽福島駅 (17:15到着予定)

JR木曽福島駅 (13・10出発)→

休暇村(泊)

到着後安全登山教室

休暇村→小吹沢林道ゲー ト~

伊勢山~小欧沢林道ゲート→

JR南木曽駅 (15:45到着予定)

健康僧rノルデイツク・ウオーク、カヌー
く〉おんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりこ案内いたします。 (>;.震索員は同行いたしません。現地係員がこ漂内いたします。 (>客室は会室聖書煙と4よります.
(>客室ヲイブは和室 (トイレ照)となります。トイレ付をご利用の場合は割泊料金がかかります。 (>棺部屋不可。お1人でご参加の方及ぴ1人1室をご希望の方は、 1泊につき500円追加になります.(出和室利用の場合)

秋のよ高地をのんびり楽しもう!

令利3年10月12日 (火)-14日 (木)( 2;自 3 日 6~量 :靭 2昼2タ2)

大人 35.000円
15名 {量少催行人員4名)

1日目 約1時間 2日目 約3時間 3日目 :約4時間
1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→ | 

休暇村 (泊) 到着後休暇村内 | 
ノルディック・ウオーク体験会 | 

休暇村→上高地大正池- I 
河童橋~明神館~徳沢口ッヂ (;印|

e 徳沢口ッヂ1<1男女別相部屋

徳沢口ッヂ~横尾~徳j尺~明神~

明神池~河童橋~
上高地パスターミナル→

妻篇宿~馬縫宿

令和3年11月6日(土)-78(日)(1)9283食:朝1昼1タ1)
大人 16.000円
15名 (軍少催行人員4名)

1日目:約1時間 2日目:約3時間

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泊) 到着後休暇村内

ノルディ ツク・ウオーク体験会

休暇村→萎篇宿~男滝・女滝~

一石栃立場茶屋~馬籍宿→

JR中津川駅 (14:45到着予定)

1. ~岨ÜG.主丘~
令和3年10月15日(金)-16日(土)(1治2日4食:務H皇2タ1)

~I :大人 25.000円
|15名 (愚少催行人員4名)

問 1日目 :カヌ一体験 2日目:約3時間

18目 JR木曽福島駅 (11:30出発)→

自然淑(カヌ一体験)→休暇村 (泊)

2日目 休暇村→瀬戸川国有林

(ウォーキング)→JR木曽福島駅

(15:00到着予定)

※写真は全てイメージです



文化・自然体肢
おんたけ休脇村の貨切パスで出発地よりご案内いたします。 <>添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。

C客室1孟全霊穣煙となります. <>客室タイプは和室 (トイレ無)となります.トイレ付をご利用の場合は割憎料金がかかります。
相部屋不可。お1人でご参加の方及ぴ1人1室をご希望の方は、 1~自につき500円追加になります. (."和室利用の場合)

1白目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

j白木美林遊歩道→休眠村 (泊)

休暇村→自然湖→王滝村滝越地区

→JR木曾福島駅 (15:00到着予定)

令和4年1月28日(金)-29日{土)(1泊2日3食;朝1昼1タ1)

大人 15.000円
15名 (愚少催行人員4名}

1日呂 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

三岳日向→三岳黒田→休暇村 (泊)

休鍛村→王滝村中越 (大岩橋)→

白川氷柱群→御獄ビ、ユースポッ ト

柳又→木曽馬の里→JR木曽福島駅

(14:00到着予定)

-国』

JR木曽徳島駅 (13:10出発}→

王滝村:かぶの収覆→休眠村 (;自)

到着後 か ぶ・すんさの;買込み体験

そぱ打ち体験~休暇村『

JR木曽福島駅 (14:45到着予定)

JR木曽福島駅 (13:10出発)→

王滝村:かぶの収穫→休眠村(泊)

到着後 かぶ ・すんさの漬込み体験

そlぎ打ち体験~休暇村→

JR木曽福島駅 (14:45到着予定)

[各コース共通 ご案内]

く〉旅行代金は和室(トイレ無) 2名 1室利用 1人

あたりの料金となります。

く〉最少催行人員に達しない場合は中止する場合があ

ります。 また、当巴の天候や諸状況により行程変

更や中止となる場合がありますので、ご了承くだ

さい。

→車両移動 ~ 徒歩移動

司路線パス

〉 ロープウェイ ・リフト

〉おんたけ休眠村の貨切パスで出発地よりご案内いたします。 添乗員は同行いたしません.現地係員がご案内いたします。 客室l手金室禁煙となります。
ー客室ヲイブは和室 (トイレ無)と芯ります。トイレ付をご利用の場合は割坦料金がかかります。 稲部屋不可.お1人でご重要加の方及び1人1室をご希望の方l革、 1泊につき500円追加になります，(.;和室利用の場合)

入山特別許可を得て真冬の雪原へ令羽4年1月12日(氷)-13日(木)(1i自283食:朝1墨1タ1)

大人 20.000円

15名 (愚少催行人員5名)

令和4年1月20日(木)-21日(金)(1泊2日3食・絹1昼1タ1)

大人 15.000円
1日目 :約1時間 2日目 :約3時間

1日目

2日目

JR木曾徳島駅 (13:10出発)→ | 
休暇村 (泊) 到着後 | 
スノーシユ一体験講習会 ・説明会 。|

休暇村→北八ヶ岳ロープウェイ-

縞枯山~北八ヶsロープウェイ

→JR木曽福島駅 (17:25到着予定)

15名 {量少催行人員4名)

1B目:約1時間 2日目 .約2時間30分

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休綴村 (泊) 到意後

スノーシュ一体験講習会・ 説明会

2日目 休暇村→おんたけ2240スキー場〉

回の原天然公園〉おんたけ2240スキー場『

休眠村-JR木曽福島駅(15:25到着予定)

上高地のランドマーク河貧橘を目指して 1 令初4年2月23日(水・祝)-248(木:)(1治2日3食・翻1昼1タ1)

令初4王手2月98(水)-108(木)(1)自283食.朝1昼1タ1)

大人 18.000円
15名 {愚少催行人員5名)

1日巴 :約1時間 2日目 :約5時間

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泊) 到着後

スノーシュ一体験講習会 ・説明会

2白目 休暇村→釜トンネル~上高地~

釜トンネルーJR木曽福島駅(17:30到着予定)

令和4王手 {望号2;白3B4食:朝2昼Oタ2)
， 1月6臼(木)-8日(:士) 2 1月16白(B)-18B(火)

32月6日{日)-8日(火) 42月13B(日)-1SB(火}

52月27日(日)-3月 1B(火) 63月6日(日)-8日(火)

大人 18.000円

15名 (軍少催行人員5名)

1日目 :約1時間 2日目:約38寺間

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泡) 到着後

スノーシユ一体験講習会・ 説明会

2日目 休暇村→乗車費高原→JR木曽福島駅

(16:00到着予定)

大人 26.000円
γリフト券代及び昼食代別途必要

20名 (愚少催行人員10名)

::;f 

冬の開田高原でスノーシユ一体験!

令羽4年1月308(8)-31日(月)(1治2日3食主 よ呈.1>'1) 

大人 16.000円

15名 (置少催行人員5名)

1日目:約 19苦悶 2白目 .約2時間45分

1日目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泊) 到着後

スノーシュ一体験講習会 ・説明会

2白目 休暇村→関田高原西野~城山~

関田高原西野→JR木曽福島駅

(15・30到着予定)

令初4年3月28(水)-3日(木)(1i9283食:朝1昼1タ1)

大人 18.000円
15名 (霞少催行人員5名)

1日目 :約1時間 2日目 .約4時間

1白目 JR木曽福島駅 (13:10出発)→

休暇村 (泊) 到着後

スノーシユ一体験講習会 ・説明会

2日目 休暇村→清水牧場入口一聖子麦峠~

清水牧場入口→JR木曽福島駅

(16:10到着予定)

1臼邑 JR木曽福島駅(11:30出発)→休畷村 (;自) 到着後

2白目 休綴村→おんたけ2240スキー場(スキー講習

3日邑 休殿村→おんたけ2240スキー場(スキー講習

おんたけ2240スキー場(スキー講習2跨悶/各自昼食)

午前・午後各2時間/各自昼食)→休暇村 (泊) A 
午前2跨間 ・午後フリー滑走/各自昼食)→

休暇村→JR木曾福島駅 (16:15到着予定)

※写真は全てイメージです



おんたけ皇室ツアー
<)おんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりこ案内いたします。 <)添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。

<)客室は全室禁煙と怠ります. <)客室タイプは和室 (トイレ無)となります。 トイレ付をご利用の場合は劃泡料金がかかります。

<)栂部屋不可。お1人でご参加の方及び1人1室をご希望の方は、 1泊につき500円追加になります。(※和室手IJ用の場合)

こども応鍍プロクラム ※ 写 真l草全てイメー ジで す

。おんたけ休暇村の貸切パスで出発地よりこ1案内いたします。 。添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。 。客室は全霊禁煙となります.

<)客室ヲイプは和室 (トイレ無)となります。 トイレ付をこ1利用の場合は割増料金がかかります。<)相部屋不可。 おんたけこども村企画を除く。

<)お1人でご参加の方及ぴ1人1室をご希望の方l草、 n自につき500円追加になります。(※和室利用の場合)

-・・，，"'t.:lt.C7)~・・・E
いざ!雪の森へ

1令和4年 1月22日{土)-238(白)

2令和4年2月11日(金・祝)-12臼(土)
3令和4年2月26日{土)-278(目)

{各1;e283食:弱1墨1タ1) 

大人 12.500円 小中学生 7.500円 幼児3.500円

人員4名)

JR木曽徳島駅 (13・10出発)→

休暇村 (泊 ) 到着後雪遊び

スノー シユ一体験~ ク ラ フト体験

~休暇村→JR木曽福島駅

(16:15到着予定)

名 滅 公 園(8・30出発)→休暇村 (泊 )

到着後雪遊びレクリエーション

休暇村→おんたけ2240スキー場

→休暇村 (泊) レクリ工 ーション

休暇村→ おんたけ2240スキー場

→休暇村→名滅公園

(17:45到着予定)

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によりツアーを中止する場合がございます。 本チラシツアーはホームページで、もご覧いただけます。

新型コロナウイルス感錬症の感挽防止についての当公社町取り組み
公益財団A人名古屋市民体寝村管理公社で1;;，萌型コロナウイルス感染症の感堤防止につ

いての取り組みとして、ご利用の皆犠Eらぴに践買の健康と安全のために、以下の取り噌み
をしてまいります.
1 施盤内の眠り組み
(1)サーモグラフィ町並置

お客憾の停還を測る装置としてフロントにηーモグラフィを殴置いています.
(2)アルコール消毒遣の配置

玄関やエレベーター前専の其用部百よぴ客室!こアルコール消電車を配置していますの
で、手指の;同署にご協力ください.

(3)消毒の実施
ドアノプ、エレベ ヲ のポヲン、お手;先いの扉Eどお客磁の触れる崎会が多い箇所
の清掃を実隠しますe

(4)お客磁の健庫状態の確留
チヱ・ノワイン碕にお客磁の健康状態についてお伺いします。

(5)マスヲの置用 ・手洗いの徹底
手，先い、マスヲ車用を義務付17、徹底いたします.

(6)臆園田健康嘗理
出動前に検温を行い、発熱があった駿員1;;自宅待憾とします.
不要不急の舛出や不埼定多裁が集まる集会 ・イベント等の書加自腐を指導します.

2 お客償へのお願い
0マスヲ等による11<<エチケットや石鹸 アJレコール消竃液による手;克いをお願いします.
0ご宿泊の前日に悼揖のご確認のお電話をいたします.また、ご宿泊当日の朝にご自宅
で倹湿し、発鮪や砿咽頭痛の症状、倦憩感等の自覚症状がある方I~、ご県司をご週
膚いただきますようお語いいたします.

。当施般をご利用中に停調が優n1'd:いと感Uた場合1耳、すみやかに臨員にお申し出くだ
さい.

0大声での発声や、近接した箆諮での会話主主ど感染リスヲが高いとさ円る行為は控えて
いただきますようお願いいたします.

。感染者が出た唱合に1;;，保健所の聞き取りに協力し、濃E要録能者と在った場合倍、保
健所の掲示に従ってください.

。ご旅行帰ご選着後締2週間以内に新型コロナウイルス陽性とIt断さnた場合1;;，おんた円拝
畷杓に ください.

皆様に1;;ご不便をおがけいたしますが、何卒ご理解いただきご協力くださいますようお績
い申し上げます.

[ご旅行条件 (聖旨)]
ζの旅行1;;，(公財}名古屋市民休眠拘管理公社(以下「当公社lといいますJが企画・実

施するものであり、乙の旅行に参加古町るお冨悔悟当公社と募典型企画続行契約(以下「旅行
契句jといいます，)を締倍することになります.旅行契約の内容 条件は別途お渡しする霞
終日程表を持する程定置酉及ぴ当公社旅行契約紋(募集型企画旅行契約の部)，己よります.

.館行のお@し温み及び契約成立

当公社の定的た必要事項を記入した申込書にて居頭にで申込みを行う I~η\ 電話 ー FAX
郵便 その他の過慣手段にぷる旅行申込みを行い(旅行代金の20誌を限度として申込金を添
えていただく場合がございます.)，当公社の定める朗自までに旅行代金を括支払いいただき
ますs 旅行契刊l手当公社が契約の締結を革諾し.版行代金もしく拡申込童を受領したときに l

足立するものといたします.

.旅行代童に吉まれるもの

旅行臼漫に明示した運送機関の運賃料章宿泊費 食事ft.樟験科 ・ガイド代旅行傷害

使験ぴ消旅行費税量務等結鳴の1草か、バンフレアト等に旅行代金に含まれるものとして明示されたも
の及 取扱料童がきまれています.

-旅行代金に宮まれ牢いもの

コースに含まれ起い交通費、レンタル代右手どお客憾のlllI人的諸費用及びこれに伴う挽 サー
ピス叫

-個人情報の醐について | 
当公社1;;，旅行申込の際に煙出いただいた申込書に配駐された個人情緒について.お客慢 |

との連絡のために利用させていただく1.か、お富婦が呂田込いただいた旅行において旅行サー
ヒ.スの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要広範囲内で利用させていただ l

きます.また、当公社は苗樋企画のご実内 統計蝿料の作成、アンケートの両願いにお客観
の個人情習を利用さtぎていただくことがあります.

.旅行条件の重準

この旅行条件出2021年7月18を墨書としています.

出詳しいご旅行条停を!e眠した書置をお渡レしますので.事前にご確信のうえお申し込みください。

→車両移動 ~ 徒歩移動

司路線パス

〉ロー プウェイ ・リフト

木曽御滋山の中腹 {標高約1.500m)
にある宿泊裂体験施設です。市民の森

づくり活動、木工体験、郷土食体験、

天文鶴察、キャンプなどができます。

冬はスキ一、スノーシューが楽しめます。

圃雇層盤謹直
四季御膳・.....7.000円~

御山御膳 .....9.000円~

三笠御膳… 11.000円~

，大人閑敏朗 ー犯霊2名1室利用料壷
(大人1入品止り)
季節。噌巳 ・叫理コス都塵タイプ事どに
より料童が異なります.詳細について1;;.お
電話またはホームページにてご確認ください.

国民健康保隙にご加入の名古屋市 (小学

生-74歳 ) の方と愛知県後期高齢者医療

(75歳以上)の方は、f保 険証jをご鍔参

されると宿泊料から1.000円の割引 (助成

の対象)制度があります。 (年度内4泊まで7

-・・・・・E詞副慌時日~jJ_;副IIE謹・四~-J;主司・・
指定管理者(公財)名 古 屋 市民休暇村管理公社

おんたけ休暇村 〒397-0201 長野県木曽郡王滝村3159番地25

TEL 0264・48・2111/FAX0264・48・2874
e-mail info@ontake-kyukamura.net 
http://www.ontake-kyukamura.netl 

I (公財)名古屋市民休暇村管理公社 長野県木曽郡王滝村3159番地25 TEL 0264-48・2111
旅行企画 ・実施 |l長野県知事主主録旅行業第2・556号 全国旅行業協会会員 圏内旅行業務取級管理者 金谷美由紀


