
ご宿泊のご予約は、公式WEBサイトまたは電話にて承っております。

藤田観光リゾート

新登場！　
もっと気軽に旅行を楽しむ新しいご提案です。

アカウント：2029   パスワード：2029
①https://www.fujita-resort.com/ にアクセス
②画面を下にスクロールし、お好きな施設の「法人契約アカウントをお持ちの方」をクリック
③「コーポレートログイン」画面からご契約法人の「アカウント」「パスワード」を入力し、「ログインして進む」をクリック
④商品選び「予約をする」をクリック。内容確認し画面を下にスクロール「一般予約」から詳細入力
●お電話でのご予約も承ります。ご予約時にスペシャルオファーを見た旨と、法人名を必ずお伝えください。

ワークジョイさいたま　の皆様へ

お客さま各位 
   平素は、藤田観光リゾートをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウィルス感染防止のため営業休止しておりましたが、一部施設を除き営業を再開いたしました。営業形態・営業時間・
サービス内容を縮小するなど段階的な再開となり、ご迷惑をお掛けすることがあるかと存じます。各施設とも感染防止対策を行い、
安心してご利用いただけるよう最善の環境づくりに努めてまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。営
業内容や感染症拡大防止策の詳細は、各施設のホームページにてご確認ください。

○フォーチュンクーポンは、レジャー施設半額割引特典の付いた宿泊回数券です。

同封の割引券のご提示で
入場料金が半額になります。
■　ユネッサン　■　森の湯
■　下田海中水族館

※割引券1枚につき10名様まで。
 期間中、何度でもご利用できます。

1枚でご1泊

2枚でご1泊

◆  伊東小涌園　◆　十和田ホテル　◆　永平寺　親禅の宿　柏樹關
◆　Nordisk Village Goto Islands

◆　箱根小涌園 天悠　◆　伊東緑涌　◆　藤乃煌 富士御殿場

3枚でご1泊 ◆　ホテル椿山荘東京

割引券

フォーチュン
クーポン 202

0

○ご利用方法
は裏面をご覧く

ださい。

Fortune Co
upon

レジャー施設割引特典

１冊最大３泊、１泊旅行を３回分の宿泊クーポンをセット。お二人で 1泊旅行を 3回、お気に入り旅館に３連泊、３施設の周遊旅行、
又は３部屋６名様のグループ利用でもOK。しかも高級旅館からグランピング、宿坊などバラエティ豊かな宿泊施設が選び放題です。
ご自分へのご褒美に、大切な方への贈り物に、幸運の未来をご予約ください。1室 2名様のご利用となります。

藤田観光リゾート共通前売り宿泊券 “フォーチュンクーポン” 新登場！　
もっと気軽に旅行を楽しむ新しいご提案です。

幸 運 の 未 来 を 先 取 り ！

※料金には室料、サービス料、諸税を含みます　※有効期間中の日曜日～金曜日、及び祝日
にご利用いただけます（除外日あり）   ※人数追加の際は、ご予約時にお問合せください
※お食事をご希望の際は別途料金にてご用意いたします

販売期間：2020年11月30日まで（但し規定枚数を超えた際は終了いたします）
有効期間：2020年12月24日まで（但し土曜、休前日、8/9～8/16を除く）
販売価格　クーポン3枚つづり1冊、33,000円（諸税込み）

専用WEB サイトからクレジットカード決済にて購入いただけます。
銀行振込をご希望の際は、電話でご連絡ください。

ご購入はこちら
イメージです。

藤田観光株式会社リゾート事業部
クーポン申し込み先の電話番号
0465-20-0261（平日10：00～18：00）   
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客　室 19キャビン　全室Wi-Fi 完備

体　験 焚き火、薪割り、クラフト類 

設　備 アウトドアジェットバス、ハンモック、
プロジェクタ他 

客　室 5テント、３客室 

体　験 釣り、海水浴、SUP、サイクリング 

客　室 18室  Wi-Fi 完備

坐禅、精進料理、朝課、写経体　験
道場、食事処、大浴場 設　備 設　備 冷暖房、シャワーブース、キッチン 

客　室
大浴場

他施設

全50室、全室Wi-Fi 無料
１ヵ所、男女別露天風呂、
サウナ完備
レストラン、ライブラリー

会員様向けの優待料金でのご案内です。　スペシャルオファーSpecial O�er

客　室
温　泉
他施設

全150室、全室禁煙、全室Wi-Fi 無料

全室温泉露天風呂付　大浴場２カ所（24時間ごとに男女入替制）
レストラン、バーラウンジ、庭園、箱根温泉神社、スパ＆もみほぐし、売店など

客　室
温　泉

他施設

全7室、夕・朝食とも部屋食対応
大浴場：
併設の伊東小涌園内に１ヵ所
飲泉処（飲む温泉）、売店

客　室
温　泉
他施設

全50室、全室Wi-Fi 無料　　

深夜に男女入替制
飲泉処（飲む温泉）、売店、
レストラン

全室に源泉掛け流しの
庭園露天風呂を完備

全国有数の湯量を誇る
伊東温泉を
リーズナブルに堪能

すべての客室に温泉が楽しめる露天風呂完備

自然と和のおもてなしをコンセプトにした五感を癒やす箱根の湯宿。
段々に連なるインフィニティ温泉はまるで空に浮いている感覚を覚
えます。箱根の絶景と上質な温泉で開放感をお楽しみください。

通常 36,300円～ 1 泊２食付 26,400円～
※上記料金は、サービス料・消費税込、入湯税別、1泊夕朝食付、1室 2名様　平日ご利用時の1名様料金です。

通常 38,500円～ 1 泊２食付 28,600円～
※上記料金は、サービス料・消費税込、入湯税別、1泊夕朝食付、1室 2名様 平日ご利用時の1名様料金です。  
 ※未就学児のお子様のご予約は承っておりません。

TEL. 受付時間/ 9:00～ 19:00　                                                            神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 12970465-20-0260〔お問合せ・ご予約〕

〔お問合せ・ご予約〕TEL.0465-20-0027　受付時間/ 9:00～19:00
静岡県伊東市広野 2-2-5

〔お問合せ・ご予約〕TEL.0465-20-0026　受付時間/ 9:00～19:00
静岡県伊東市広野 2-2-5

箱根
小涌谷温泉

神奈川県
宿泊ご優待

伊東
 伊東温泉　

静岡県

宿泊ご優待 通常 17,600円～ 1 泊２食付 9,350円～
※上記料金は、サービス料・消費税込、入湯税別、1泊夕朝食付、1室 2名様平日ご利用時の1名様料金です。

宿泊ご優待

伊東
 伊東温泉　

静岡県

フルセット、
フルサービスの
グランピングリゾート

十和田湖一望、
国登録有形文化財の宿

通常 34,100円～ 1 泊２食付 28,600円～
※上記料金は、消費税込、1泊夕朝食付、1室 2名様  平日ご利用時の1名様料金です。

〔お問合せ・ご予約〕TEL.050-3504-9933　受付時間/ 9:00～19:00
静岡県御殿場市東田中 3373-25

〔お問合せ・ご予約〕TEL.0176-75-1122（代表）
                                                       秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔

御殿場

静岡県

宿泊ご優待 通常 17,600円～ 1 泊２食付 14,300円～
※上記料金は、サービス料・消費税込、1泊夕朝食付、   1室 2名様　平日ご利用時の1名様料金です。

宿泊ご優待

禅コンシェルジュが招く
こころを癒す体験の宿

スカンディナビア流
グランピング

通常 19,800円～ 1 泊２食付 17,600円～
※上記料金は、サービス料・消費税込、1泊夕朝食付、  1室 2名様　平日ご利用時の1名様料金です。

〔お問合せ・ご予約〕TEL.  050-3504-9914　受付時間/ 9:00～19:00
福井県吉田郡永平寺町志比 6-1

〔お問合せ・ご予約〕TEL.050-3504-9956    受付時間/ 9:00～19:00
長崎県五島市富江町田尾 1233

宿泊ご優待 通常 12,100円～ 1 泊 7,700円～
※上記料金は、消費税込、1泊、    1室 2名様　平日ご利用時の1名様料金です。

宿泊ご優待

Summer
夏

福井県

永平寺 五島

長崎県

〔お問合せ〕TEL.0460-82-4126　受付時間/ 9:00～19:00

箱根
小涌谷温泉　

神奈川県 ○会員優待あり。
　　　　詳しくはWEBへ。

○会員優待あり。
　　　　詳しくはWEBへ。

〔お問合せ〕TEL.0558-22-3567　受付時間/ 9:00～16:30

下田

静岡県

水着で遊べる温泉アミューズメントパーク。
　日帰り温泉「森の湯」やグルメ、お土産店も充実。

話題のアメージングシートで
　イルカショーを思いっきり近くで見学できます。

十和田

秋田県
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