
プラン名 夕食 ご宿泊代金 ご宿泊代金への支援額 お支払い実額

素泊まりプラン 全日 ¥2,922 ¥1,022 ¥1,900

1泊朝食付プラン 全日 ¥4,792 ¥1,677 ¥3,115

1泊2食付デラックスプラン 全日 ¥13,500 ¥4,725 ¥8,775

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

全日 ¥16,800 ¥5,880 ¥10,920

平日 ¥2,614 ¥914 ¥1,700

休前日 ¥2,819 ¥986 ¥1,833

平日 ¥4,484 ¥1,569 ¥2,915

休前日 ¥4,689 ¥1,641 ¥3,048

平日 ¥13,300 ¥4,655 ¥8,645

休前日 ¥13,300 ¥4,655 ¥8,645

平日 ¥16,700 ¥5,845 ¥10,855

休前日 ¥16,700 ¥5,845 ¥10,855

平日 ¥2,460 ¥861 ¥1,599

休前日 ¥2,768 ¥968 ¥1,800

平日 ¥4,330 ¥1,515 ¥2,815

休前日 ¥4,638 ¥1,623 ¥3,015

平日 ¥13,100 ¥4,585 ¥8,515

休前日 ¥13,100 ¥4,585 ¥8,515

平日 ¥16,600 ¥5,810 ¥10,790

休前日 ¥16,600 ¥5,810 ¥10,790

平日 ¥3,846 ¥1,346 ¥2,500

休前日 ¥5,694 ¥1,992 ¥3,702

平日 ¥5,716 ¥2,000 ¥3,716

休前日 ¥7,564 ¥2,647 ¥4,917

平日 ¥14,500 ¥5,075 ¥9,425

休前日 ¥16,200 ¥5,670 ¥10,530

平日 ¥18,000 ¥6,300 ¥11,700

休前日 ¥19,500 ¥6,825 ¥12,675

1室1名以上 1泊2食飲み放題付プレミアムプラン マロニエ会席 全日 ¥23,400 ¥8,190 ¥15,210

1室1名以上
11・12月限定
1泊2食付味覚プラン

飛騨牛味覚御膳 全日 ¥14,500 ¥5,075 ¥9,425

1室2名以上
1月限定
1泊2食付味覚プラン

飛騨の味覚　海鮮・山鮮鍋御膳 全日 ¥16,000 ¥5,600 ¥10,400

¥49,080 ¥17,175 ¥31,905

¥24,540 ¥8,589 ¥15,951

¥55,900 ¥19,562 ¥36,338

¥27,950 ¥9,782 ¥18,168

¥4,300 ¥1,505 ¥2,795

¥7,700 ¥2,695 ¥5,005

令和2年12月5日現在

オテル・ド・マロニエ下呂温泉　　GoToトラベルキャンペーン対象プラン一覧表

         オーナー様　料金表

1室1名様

1室2名様以上 お子様１泊２食付プラン

※お子様の素泊まりに付きましては、大人料金と同額となります。

ゆとりプラン６泊７日

ゆとりプラン３泊４日

ゆとりプラン６泊７日

ゆとりプラン３泊４日

お子様１泊朝食付プラン

1室2名様以上

1室2名様

1室3名様

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

　　　　　　             1泊2食プランは夕食時1ドリンクサービス付きです。

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

　　　　　             　金額はサービス料・消費税・入湯税を含んだ、お一人様の料金です。

　　　　            　 ※地域共通クーポンはご宿泊代金の15％相当

素泊まりプラン

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

1室4名様以上

1室1名様

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

1泊2食付プレミアムプラン

素泊まりプラン

素泊まりプラン



プラン名 夕食 ご宿泊代金 ご宿泊代金への支援額 お支払い実額

素泊まりプラン 全日 ¥4,000 ¥1,400 ¥2,600

1泊朝食付プラン 全日 ¥5,870 ¥2,054 ¥3,816

1泊2食付デラックスプラン 全日 ¥14,600 ¥5,110 ¥9,490

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

全日 ¥17,900 ¥6,265 ¥11,635

平日 ¥3,377 ¥1,181 ¥2,196

休前日 ¥3,817 ¥1,335 ¥2,482

平日 ¥5,247 ¥1,836 ¥3,411

休前日 ¥5,687 ¥1,990 ¥3,697

平日 ¥14,000 ¥4,900 ¥9,100

休前日 ¥14,400 ¥5,040 ¥9,360

平日 ¥17,300 ¥6,055 ¥11,245

休前日 ¥17,700 ¥6,195 ¥11,505

平日 ¥3,065 ¥1,072 ¥1,993

休前日 ¥3,725 ¥1,303 ¥2,422

平日 ¥4,935 ¥1,727 ¥3,208

休前日 ¥5,595 ¥1,958 ¥3,637

平日 ¥13,700 ¥4,795 ¥8,905

休前日 ¥14,200 ¥4,970 ¥9,230

平日 ¥17,000 ¥5,950 ¥11,050

休前日 ¥17,500 ¥6,125 ¥11,375

平日 ¥7,850 ¥2,747 ¥5,103

休前日 ¥7,850 ¥2,747 ¥5,103

平日 ¥9,720 ¥3,402 ¥6,318

休前日 ¥9,720 ¥3,402 ¥6,318

平日 ¥18,500 ¥6,475 ¥12,025

休前日 ¥18,500 ¥6,475 ¥12,025

平日 ¥21,800 ¥7,630 ¥14,170

休前日 ¥21,800 ¥7,630 ¥14,170

1室1名以上
11・12月限定
1泊2食付味覚プラン

飛騨牛味覚御膳 全日 ¥14,500 ¥5,075 ¥9,425

1室2名以上
1月限定
1泊2食付味覚プラン

飛騨の味覚　海鮮・山鮮鍋御膳 全日 ¥16,000 ¥5,600 ¥10,400

¥55,680 ¥17,175 ¥38,505

¥33,230 ¥8,589 ¥24,641

¥75,480 ¥19,562 ¥55,918

¥43,130 ¥9,782 ¥33,348

¥4,300 ¥1,505 ¥2,795

¥7,700 ¥2,695 ¥5,0051室2名様以上

お子様１泊朝食付プラン

お子様１泊２食付プラン

※お子様の素泊まりに付きましては、大人料金と同額となります。

1室2名様以上
ゆとりプラン６泊７日

ゆとりプラン３泊４日

1室1名様
ゆとりプラン６泊７日

ゆとりプラン３泊４日

1室1名様

素泊まりプラン

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

1室4名様以上

素泊まりプラン

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

1室2名様

1室3名様

素泊まりプラン

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

　　　　　　             1泊2食プランは夕食時1ドリンクサービス付きです。

令和2年10月10日現在

オテル・ド・マロニエ下呂温泉　　GoToトラベルキャンペーン対象プラン一覧表

ご紹介者様　Ａチケット　料金表 　　　　            　 ※地域共通クーポンはご宿泊代金の15％相当

　　　　　             　金額はサービス料・消費税・入湯税を含んだ、お一人様の料金です。



プラン名 夕食 ご宿泊代金 ご宿泊代金への支援額 お支払い実額

素泊まりプラン 全日 ¥3,450 ¥1,207 ¥2,243

1泊朝食付プラン 全日 ¥5,320 ¥1,862 ¥3,458

1泊2食付デラックスプラン 全日 ¥14,000 ¥4,900 ¥9,100

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

全日 ¥17,300 ¥6,055 ¥11,245

平日 ¥3,010 ¥1,053 ¥1,957

休前日 ¥3,450 ¥1,207 ¥2,243

平日 ¥4,880 ¥1,708 ¥3,172

休前日 ¥5,320 ¥1,862 ¥3,458

平日 ¥13,700 ¥4,795 ¥8,905

休前日 ¥14,000 ¥4,900 ¥9,100

平日 ¥17,000 ¥5,950 ¥11,050

休前日 ¥17,300 ¥6,055 ¥11,245

平日 ¥2,790 ¥976 ¥1,814

休前日 ¥3,450 ¥1,207 ¥2,243

平日 ¥4,660 ¥1,631 ¥3,029

休前日 ¥5,320 ¥1,862 ¥3,458

平日 ¥13,400 ¥4,690 ¥8,710

休前日 ¥14,000 ¥4,900 ¥9,100

平日 ¥16,700 ¥5,845 ¥10,855

休前日 ¥17,300 ¥6,055 ¥11,245

平日 ¥6,750 ¥2,362 ¥4,388

休前日 ¥6,750 ¥2,362 ¥4,388

平日 ¥8,620 ¥3,017 ¥5,603

休前日 ¥8,620 ¥3,017 ¥5,603

平日 ¥17,300 ¥6,055 ¥11,245

休前日 ¥17,300 ¥6,055 ¥11,245

平日 ¥20,600 ¥7,210 ¥13,390

休前日 ¥20,600 ¥7,210 ¥13,390

1室1名以上
11・12月限定
1泊2食付味覚プラン

飛騨牛味覚御膳 全日 ¥14,500 ¥5,075 ¥9,425

1室2名以上
1月限定
1泊2食付味覚プラン

飛騨の味覚　海鮮・山鮮鍋御膳 全日 ¥16,000 ¥5,600 ¥10,400

¥55,680 ¥17,175 ¥38,505

¥33,230 ¥8,589 ¥24,641

¥75,480 ¥19,562 ¥55,918

¥43,130 ¥9,782 ¥33,348

¥4,300 ¥1,505 ¥2,795

¥7,700 ¥2,695 ¥5,0051室2名様以上

お子様１泊朝食付プラン

お子様１泊２食付プラン

※お子様の素泊まりに付きましては、大人料金と同額となります。

1室2名様以上
ゆとりプラン６泊７日

ゆとりプラン３泊４日

1室1名様
ゆとりプラン６泊７日

ゆとりプラン３泊４日

1室1名様

素泊まりプラン

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

1室4名様以上

素泊まりプラン

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

1室2名様

1室3名様

素泊まりプラン

1泊朝食付プラン

1泊2食付デラックスプラン

1泊2食付プレミアムプラン
マロニエ会席/飛騨牛ステーキ
/飛騨牛陶板焼/すき焼き/しゃぶしゃぶ

　　　　　　             1泊2食プランは夕食時1ドリンクサービス付きです。

令和2年10月10日現在

オテル・ド・マロニエ下呂温泉　　GoToトラベルキャンペーン対象プラン一覧表

ご紹介者様　Ｓ＆Ｇチケット　料金表 　　　　            　 ※地域共通クーポンはご宿泊代金の15％相当

　　　　　             　金額はサービス料・消費税・入湯税を含んだ、お一人様の料金です。
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