
adam上の地抜毛仙台市内　仙台

ミ　徒歩約5分

；琵坂岩も芸絞

★」R仙台駅から
徒歩約15分

●洋室（1～2名1室）

●lN15．00／

0］T12：00（嗣10：00）

」了「

三

■．…朋…一」 巨］童糞婆

笥★欝認諾猥デ
●洋室（1～2名1室）
●lM4．00／○〕T什00

※宿泊除外日1
12／29～1／3

詫冥　徒歩約4分甥章●洋室（1～2名1室）

※2名1室はダブル　こi

ルームとなります。

●lN1400／○〕Tll●00

地下鉄広瀬通駅
から徒歩約3分

●洋室（ト3名1室）
※2名1室はスタジオ

ツインとなります。

●lM4■00／0〕Tll’00

仙台　　　adam上の地域名仙昏市内

臨遠還還
湾堅★設吉欝
＝；‾　■∴

★」R仙台駅から：雲
徒歩約5分

●洋室（1名1室）
●lN1400／○〕Tll：00

★」R仙台駅から
車で約20分

●洋室（1～3名1室）
●州400樋常1500）／

0〕T12：00（通訂1：00）

森のお客猷レディースセットご用意匝閻閉

★」R仙台駅から
徒歩約3分

●lN1500／OUTll：00

※大浴場は毎月最終月

曜副祝日の場合は翌
日）定休巳となります。

adam上の地域名仙台市内 山台　　　adam上の地域名仙台市内 台　　　adam上の地域名仙台市内

★」R仙台駅東口
から徒歩約6分

●洋室（1～3名1室）

●【M400／○］Tll：00

徒歩約5分
●洋室（ト2名1室）
●lN1400（通常1500レノ

OUT1200（通副1’00）

固
ビデオ・オンデマンド視聴可能

毒★」R仙台駅から
徒歩約5分

●洋室（1～2名1室）
●lN1300／○〕T12●00

★地下鉄広瀬通訳
から徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）
※2名1室はセミダブル

ルームとなります。

●】N1500／0〕Tll：00

蒜ルカムドリンク付き（10：00～20：00）盲融お藷にげィースセットご用意団園

★地下鉄広瀬通駅
から徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）

●lM5：00／○〕TllOO

★」R仙台駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）
●【M4．00／0］Tll’00

★」R仙台駅西口　　搬無★地下鉄広瀬通駅
から徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）

●lN14：00／

0〕T1200（通常1用0）

※12／17オープン

予定

から徒歩約2分
●洋室（1～2名1室）
※2名1室はダブル

ルームとなります。

墜岩∴二‾∴
団閻　●涙雨d／正面而 芸盲ふ∴畔＝

★」R仙台駅から
徒歩約1分

●洋室（1～3名1室）
※3名1室はリクエス

ト対応となります。

●lN14．00／0］T12：00

★」R仙台駅から一〆∃　徒歩約5分

一′ここ　素事洋製革（肇1畢

ぜ雲●lN1300／○〕712：00匿聖．喜

★地下鉄南北線泉中央駅

から章で約10分

※」R仙台駅または地下鉄最

中実説からシャトルバス別

（紆ルヘ要臥1合わせ）

●洋室（1～2名1室）
●lM5：00／0〕TllOO

ウェルカムドリンク付き（用：08～20：00）エステトリヰメント20％OFF（女性のみ）

お申し込みは
ご出発日の前日から

起算して10日前までOK！



★」R新潟駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）

●lN74：00／

0UT12：00G鰐11．00）

団
朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名新潟
l　　　　　‾　l　　　　　－　　‾　　　－－　　　　■　　　　■‾　■へ

★」R新潟駅から
徒歩約1分

●洋室（1～2名1室）

●弓N14▲00／

0〕T12：00（通削1：00）

adam上の地域名新潟　軒

′・∵∵∴＿；

R新潟駅から
徒歩約3分

●洋室（1～2名1室）
●－N15：00／0UTll■00

adam上の地域名新潟

誕競i●窟警笛

’許トミー写蒜欄

≡：還照這，野攣★諾訝、ら書●洋室（1～2名1室）

●lN14：00／○〕Tl用0
ニニー㍉∴二÷一一、

ルームとなります。

●削1500／○〕T11．00

ウェルカムドリンク付き（ドリンク券）国園

★」R新潟駅から
徒歩約3分

●洋室（1～2名1室）

●lN1500／○〕T11．00

★」R長岡駅から
徒歩約1分

●洋室（て～2名1室）
※2名1室はツイン

ルームまたはダブル

ルームとなります。

●lN15：00／

0UTll：00（通馴000）

女性のお客様にレディースセットご用意

★JR長岡駅から
徒歩約1分

●洋室（ト2名1室）
●lN15●00／0UTll■00

田　　　　adam上の地域名秋田

★」R秋田駅から
車で約3分

●洋室（1～2名1室）
※禁煙ルームはリクエ

スト対応となります。

●lN14：00（通常15．00レ

0〕THOO

※宿泊除外日●10／19、

6乃狛7圧1／†畠∈ヨ団

ノで　弓★JR秋紺から徒歩約5分

●洋室（1～2名1室）㌻－
※客室バスはシャワー

ブースのみとなります。㌫十

●lN75：00／0〕T11．00
L

★JR秋Ⅲ駅から
徒歩約3分

●洋室（1～3名1室）

●削14．00／0〕Tll●00

国匿I団
団

幽
団

班のお紺こげィースセットご用意　園

★」R東能代駅から
章で約7分

●洋室（1～2名1室）
●lM5■00／○〕TlO事00

※朝食はホテルから
のサービスです。

★」R大館駅から
車で約7分
洋室（1～2名1室）
lN12：00億常14瑚／

0〕T1200（通常日：00）

★」R横手駅西口
から徒歩約5分

●洋室（1～2名1室）
※2名1室はダブル

ルームとなります。

●lN15：00／○〕TlO：00

※宿泊除外日：
2／15、2／16

★」R羽後本荘駅
から車で約3分

●洋室（1名1室）
●m1400（通計6．00）／

OUT10．00

※宿泊除外日：
12／31、1／1

★」R福島駅から
徒歩約1分

●洋室（1名1室）

いわき　　　a由m上の地域名福島

★」R郡山駅から
徒歩約4分

王●洋室（1～3名1室）
三※喫煙ルームはリクエ
三　スト対応になります。

㌢扇
面

●1N13：00／0〕TllOO

●洋室（1～3名1室）
●lN13：00（通常14．00）／

○〕T12：00（通常11．00）

★」R会津若松駅
から徒歩約5分

●洋室（1～2名1室）
●LN14■00／○〕T1200

★」Rいわき駅から
徒歩約7分

●洋室（1～2名1室）
※2名1室はセミダブル

ルームとなります。

●lN14：00／○〕TlOOO

モーニングコーヒー付き

★」R酒田駅から
幸で約10分

※JR酒凸駅から送迎

・・・ニー　一一二を

★」鴨同駅から
幸で約10分

※」R辟同駅から送迎

あり（ホテルへ前
日までに要予約）

；謂振訝　蒜還；諾描偲
森元客鮎レディースセットご用意団

adam上の地域名その他山形県

★」R山形駅から
徒歩約2分
洋室（1～3名1室）
lN12：00（通常1400）／

0〕TはOD（通常1000）

ほ望■附臓

回
詰ラルウオーター1本付き　団

adam上の地域名書森

三三事二子－
★」R弘前駅から
車で約5分

●洋室（ト2名1室）
※客室バスはシャワー

ブ」スのみとなります。

●lN15：00／0〕Tll：00

好悌鎚纏炉弓出

田

★」R酒巴駅から
車で約6分

●洋室（1～2名1室）
●lN12100億常15：00）／

0〕T12’00（通常1用0）

（アーリーチェックイン・

レイトチェックアウト

はともに要事前連結）

国

’表‘ぺホテルメ仲買芳還蒜ヨ

★」R盛岡駅から
徒歩約1分

．戎●洋室（1～3名1室）
，亡‘f！…ち●臣M4■00／0〕丁目：00

※宿泊除外≡：
1／17、1／18

ad。m上の地域名巻宇　山

★JR一ノ関駅から

徒歩約3分
●洋室（1～2名1室）

●lN14．00（遷御5∞）／

0UTll．00G責常10■00）

車㊧
ウエルカムドリンク付き

★」R山形駅から
徒歩約1分

●洋室（ト3名1室）
●1N14：00／

0〕T12．00億常‖：00） 室，．

★」R鶴岡駅から
徒歩約3分

●洋室（1～2名1室）

●lN1400（通計500）／

OUT1200G締11’00）

回国∈ヨ
滞在中、温泉・サウナ利用可能


