
※受講日当日の宿泊料金となりますためご注意ください。

奥塩原高原ホテルでの
受講メリット

       貸切温泉どっとこむ 主催

①源泉掛け流し 100％！乳白色の硫黄泉に浸かりながら “温泉ソムリエ ”になれる！
②温泉好き同士で会話に花を咲かせながら、地元の旬の食材にこだわった会席料理に舌鼓
③2日目のチェックアウト後に開催！近隣のオススメ温泉にご案内致します。

【日程】2016年4月10日（日）～11日（月） 1泊2日

第9回

※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
※当日は通常のお客様も宿泊する可能性もございます。定員になり次第、締め切らせて頂きます。お早目にご予約下さい。

【費用】￥23,760（温泉ソムリエ認定セミナー費用）+ 宿泊料金（２食付）

1 名様分■ 宿泊プラン サービス料込・消費税別・入湯税 150 円別途

予約までの流れ

【ネット予約】
公式サイト温泉ソムリエ特設ページの専
用フォームより予約。※予約特典対象外。
【電話予約】
温泉コム（03-5485-1311）まで。

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検
定費用￥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
用以外は（宿泊料金・夕食代・
入浴料・別途飲食代金・オプショ
ン代金など）現地でのお支払い
となります。

○温泉ソムリエ認定セミナー費用￥23,760（1 名分）のみ先にお振込ください。
○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。
○宿泊する客室は、おまかせとなり、選択することはできませんのでご了承ください。

○温泉ソムリエ認定セミナー費用￥23,760（1名分）のみ先にお振込ください。セミナー費用以外の夕食代や入浴料などは当日現地にてお支払ください。

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

お待ちしております！

お申込み

温泉コム株式会社「貸切温泉どっとこむ」
電話番号：03-5485-1311（代表）
受付時間：月～金10：00～ 18：00
定休日：土日祝
Email ： info@kashikiri-onsen.com

お問い合わせ・予約申し込み先
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、予約確定とさせて頂きます。

お振込口座
温泉ソムリエ認定セミナー費用（￥23,760）の 本セミナーの開催施設

貸切温泉どっとこむ主催：

奥塩原高原ホテル
電話番号：0287-32-2464
受付時間：9：00～ 20：00
★お問い合わせの際は、「温泉ソムリエセミナー希望」
と必ずスタッフにお伝えください。

１名様１室の場合

2名様１室の場合

3名様以上１室またはシェアルームの場合

特別料金 ￥13,000

特別料金 ￥10,000 （税別）

特別料金￥9,500 （税別）

［詳細］￥23,760（温泉ソムリエ認定セミナー費用）+￥6,480（入浴料＋夕食）【日程】2016年4月10日（日）【費用】￥30,240

1 名様分■ 夕食付  日帰りプラン サービス料込・消費税込・入湯税込

※奥塩原高原ホテルが満室の場合は、温泉街の他館にご宿泊いた
   だく場合がございます。
※お1人でセミナー受講の場合でも同行の方に上記料金が適用。

温泉ソムリエ認定セミナーを受講される方だけの
特別料金です！

ご予約時に『シェアルームOK』の人が
              ご本人以外に 2名以上集まれば…

※シェアルームは、3名以上の相部屋でのご宿泊になります。

シェア
OK!

シェアOK!

宿泊料金（1泊2食付お一人様宿泊料金）

温泉ソムリエ認定セミナー at                           

1 人参加だけど相部屋でもいいよ！という方は…

１名様１室で宿泊するよりも安く宿泊できるかも！？
『シェア

ルーム』
で

交流を深め
よう♪

おすすめ さ ら に …

ご注意）必ず相部屋になれるとは限りません。性別などその他の条件が合致した場合のみとなります。
基本は１名1室特別料金にてご予約頂き、シェアルーム設定となる場合はこちらからご連絡後、ご予約を
シェアルーム部屋タイプへ変更させていただきます。

1 人参加の予定

一般客室だと…

シェアルームの場合 -特別料金-

￥9,500でご宿泊いただけます。
１名様１室の場合 -特別料金-

￥13,000 ですが…

   

温泉ソムリエ認定セミナー
講師：家元 遠間 和広 氏

開湯 1200 年を誇る温泉郷！多種多様な温泉を知って味わって温泉ソムリエに

※お帰りの送りができませんのでお車でのご参加の方のみ受付いたします。
　ご予約時はご注意くださいませ。

（税別）
（税込価格￥14,040）

（税込価格￥10,800）

（税込価格￥10,260）



【１泊２日でご宿泊の場合】■スケジュール

１２：１５　受付開始

１２：４５ 　主催者挨拶　奥塩原高原ホテル 代表者挨拶

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 /認定式＆記念撮影

１７：００ 　チェックイン※宿泊者

 　入浴

１８：２０　夕食

 　トークイベントなどもご用意しております

 　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

  

２１：００ 　終了＆解散

１日目【4/10（日）】

※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 　【温泉湯巡りツアー】

　　　　　　

 

１５：3０　現地解散（時間は前後する場合があります）

２日目【4/11（月）】

《２日目は宿泊者限定メニュー！》

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≫4/10（日）12：20頃に塩原温泉バスターミナ
ルへお迎えに参ります。
（西那須野駅発のバスが12：06に塩原温泉バスターミナ
ルに到着予定）
※日帰りの方は夕食代金をお支払ください。

※日帰りの方は、終了後、現地解散となります。
　追加飲食代金などをお支払いくださいませ。
※ご夕食以降のお酒に関してはご用意がございません。
　お持ち込みは可能でございますので、二次会等、お部
　屋にてご飲食される場合は各自ご用意ください。

※昼食につきましては温泉巡りツアー内でご案内させて　　　　　　　　
　いただきます。
　

2日目のチェックアウト後に開催！
近隣のオススメ温泉にご案内致します。
現在、下記を予定しております。

日本で唯一の珍しい黒い温泉「墨の湯」！
『湯元温泉　大出館』
http://ooidekan.com/index.html
泉質：含硫黄ーナトリウムー塩化物・炭酸水素塩泉

飲泉もできる自家源泉の天然温泉！！！
『古町温泉　上会津屋』
泉質：ナトリウム・カルシウムー塩化物・炭酸水素塩泉
http://www.kamiaizuya.com/

■連泊もお得！！

２泊目～も今回の特別料金で受付しております！

塩原の温泉で湯めぐりをもっと楽しみたい！
せっかく来たからスキーやスノボも楽しみたい！！
（ハンターマウンテン塩原4/17まで）



真面目に学んだ後はしっかり楽しみましょう！

温泉ソムリエ認定セミナー
講師：家元 遠間 和広 氏

お楽しみ企画その1　～1日目夜～

“温泉好き” をきっかけに親交が深まる！ 2 次会イベント “部屋トーク” 開催

懇親会後 （夜 9 時～） も、 もっと話したい、 懇親会であまり話せなかった人とも親交を深めたい！

そんな方々で各部屋に集まり、 思い思いに楽しみましょう。

こんな出会いにつながるかも☆

・ 湯めぐり仲間

・ 仕事の取引相手

・ 人生のパートナー

懇親会終了後はお部屋での 2 次会にもぜひ花を咲かせていただきたい！

部屋トークを開催する部屋主さんは、 お酒やおつまみなどの飲食物をご用意ください。

参加希望者が集まれるようサポートいたしますので、

来てくれた方をもてなしつつ一緒に楽しんでくださいね。

※奥塩原高原ホテルでは懇親会後のご飲食物はご提供しておりません。 参加者各位でご用意ください。

※懇親会後はお休みになる方もおりますので、 迷惑をかけない程度に盛り上がりましょう。

突撃訪問‼
家元の遠間氏も各お部屋を

巡回して盛り上げます！

地元のお酒や特産品、

オススメのおつまみなどは

特に喜ばれることでしょう。

お楽しみ企画その2　～2日目チェックアウト後～

スタッフが厳選した温泉 ・グルメを巡る “塩原の魅力堪能ツアー” を開催スタッフが厳選した温泉 ・グルメを巡る “塩原の魅力堪能ツアー” を開催

※上記をご案内予定ですが、 変更になる場合もございます。

日本で唯一！黒い湯の花でお湯が真っ黒に染まる “墨の湯” 

（※混浴） が目玉の大出館！ 

タオルが黒くなるほどの温泉は必見です。

日本で唯一！黒い湯の花でお湯が真っ黒に染まる “墨の湯” 

（※混浴） が目玉の大出館！ 

タオルが黒くなるほどの温泉は必見です。

また、 時間帯やその日によって色が異なるにごり湯

“五色の湯” もあり、 様々な湯舟が楽しませてくれます。

また、 時間帯やその日によって色が異なるにごり湯

“五色の湯” もあり、 様々な湯舟が楽しませてくれます。

塩原に来たら必ず食べ

るというファンや、 地元の人

もちょくちょく食べたくなる郷土グ

ルメの 「スープ入りやきそば」。

昼食はスープ入り焼きそばの名店 「釜彦」 へ

ご案内します。

見た目はラーメンですが、 ラーメンともやきそばとも違う

味わいをぜひ試してみてください。

他にもソースカツ丼やソースチャーハンも人気のようです。

塩原に来たら必ず食べ

るというファンや、 地元の人

もちょくちょく食べたくなる郷土グ

ルメの 「スープ入りやきそば」。

昼食はスープ入り焼きそばの名店 「釜彦」 へ

ご案内します。

見た目はラーメンですが、 ラーメンともやきそばとも違う

味わいをぜひ試してみてください。

他にもソースカツ丼やソースチャーハンも人気のようです。

（画像 ： 墨の湯）（画像 ： 墨の湯）

スープ入り焼きそば…750 円 （税込）

（画像元 ： 塩原温泉郷公式 HP）

スープ入り焼きそば…750 円 （税込）

（画像元 ： 塩原温泉郷公式 HP）
（画像元 ： 上会津屋公式 HP）

入浴料…700 円 （税込）

（画像元 ： 上会津屋公式 HP）

入浴料…700 円 （税込）

【泉質】 含硫黄－ナトリウム－塩化物 ・ 炭酸水素塩泉。

入浴料…600 円 （税込）

【泉質】 含硫黄－ナトリウム－塩化物 ・ 炭酸水素塩泉。

入浴料…600 円 （税込）

最後にご案内するのは、 奥塩原高原ホテル ・ 大出館の温泉と

はガラッと雰囲気が変わった、 透明なナトリウム・カルシウム－塩化物・

炭酸水素塩泉の温泉が湧出する上会津屋。

塩化物泉の効果で入浴後の身体が冷めにくく温まりの湯とも呼ばれてい

ます。

さらに肌の保湿に効果があるとされるメタケイ酸もたっぷり入っており、

ツアーの最後に肌を整える仕上げ湯に最適です。

また、 こちらの宿には飲泉所も設けられており、 温泉パワーを飲んで

吸収することもできるんですよ。

最後にご案内するのは、 奥塩原高原ホテル ・ 大出館の温泉と

はガラッと雰囲気が変わった、 透明なナトリウム・カルシウム－塩化物・

炭酸水素塩泉の温泉が湧出する上会津屋。

塩化物泉の効果で入浴後の身体が冷めにくく温まりの湯とも呼ばれてい

ます。

さらに肌の保湿に効果があるとされるメタケイ酸もたっぷり入っており、

ツアーの最後に肌を整える仕上げ湯に最適です。

また、 こちらの宿には飲泉所も設けられており、 温泉パワーを飲んで

吸収することもできるんですよ。

黒い温泉

「元湯温泉　大出館」「元湯温泉　大出館」
「古町温泉　上会津屋」「古町温泉　上会津屋」

「釜 彦」「釜 彦」

1

2 ご当地B級グルメ

3 美肌の湯

（画像 ： 女性専用露天風呂）（画像 ： 女性専用露天風呂）
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