
人　員 平日　基本 週　　末 繁忙期

１名 ¥22,100 × ×
２名 ¥24,200 × ×
１名 ¥23,900 × ×
２名 ¥27,800 × ×
１名 ¥25,300 ¥26,300 ¥27,300
２名 ¥30,600 ¥32,600 ¥34,600
１名 ¥25,300 ¥26,300 ¥27,300
２名 ¥30,600 ¥32,600 ¥34,600
１名 ¥25,800 ¥26,800 ¥27,800
２名 ¥31,600 ¥33,600 ¥35,600
１名 ¥26,300 ¥27,300 ¥28,300
２名 ¥32,600 ¥34,600 ¥36,600
１名 ¥25,800 ¥26,800 ¥27,800
２名 ¥31,600 ¥33,600 ¥35,600
１名 ¥26,300 ¥27,300 ¥28,300
２名 ¥32,600 ¥34,600 ¥36,600
１名 ¥26,300 ¥27,300 ¥28,300
２名 ¥32,600 ¥34,600 ¥36,600
１名 ¥27,300 ¥28,300 ¥29,300
２名 ¥34,600 ¥36,600 ¥38,600
１名 ¥28,600 ¥29,600 ¥30,600
２名 ¥37,200 ¥39,200 ¥41,200
１名 ¥28,600 ¥29,600 ¥30,600
２名 ¥37,200 ¥39,200 ¥41,200
１名 ¥29,900 ¥30,900 ¥31,900
２名 ¥39,800 ¥41,800 ¥43,800
１名 ¥29,900 ¥31,900 ¥32,900
２名 ¥41,800 ¥43,800 ¥45,800
１名 ¥21,100 × ×
２名 ¥23,200 × ×
１名 ¥22,900 × ×
２名 ¥26,800 × ×
１名 ¥24,300 ¥25,300 ¥26,300
２名 ¥29,600 ¥31,600 ¥33,600
１名 ¥24,300 ¥25,300 ¥26,300
２名 ¥29,600 ¥31,600 ¥33,600
１名 ¥24,800 ¥25,800 ¥26,800
２名 ¥30,600 ¥32,600 ¥34,600
１名 ¥25,300 ¥26,300 ¥27,300
２名 ¥31,600 ¥33,600 ¥35,600
１名 ¥24,800 ¥25,800 ¥26,800
２名 ¥30,600 ¥32,600 ¥34,600
１名 ¥25,300 ¥26,300 ¥27,300
２名 ¥31,600 ¥33,600 ¥35,600
１名 ¥25,300 ¥26,300 ¥27,300
２名 ¥31,600 ¥33,600 ¥35,600
１名 ¥26,300 ¥27,300 ¥28,300
２名 ¥33,600 ¥35,600 ¥37,600
１名 ¥27,600 ¥28,600 ¥29,600
２名 ¥36,200 ¥38,200 ¥40,200
１名 ¥27,600 ¥28,600 ¥29,600
２名 ¥36,200 ¥38,200 ¥40,200
１名 ¥28,900 ¥29,900 ¥30,900
２名 ¥38,800 ¥40,800 ¥42,800
１名 ¥29,900 ¥30,900 ¥31,900
２名 ¥40,800 ¥42,800 ¥44,800

２食　ミックス　スペシャル 常陸牛＋ローズP＋野菜

２食　ミックス　デラックス

２食　肉三昧
常陸牛＋ローズポーク

牛タン＋野菜+海鮮

常陸牛＋ローズポーク

野菜+海鮮

OUT ２食　常陸牛しゃぶ 牛しゃぶしゃぶ

10:00 ２食　常陸牛すきやき すきやき

間 ２食　常陸牛　陶板焼き 常陸牛＋野菜＋海鮮

IN ２食　隠れ屋ステーキ 牛ステーキ（250g）

２食　隠れ屋ステーキ

時
～

２食　牛タン陶板焼き

２食　牛タン陶板焼き

15:00 牛ステーキ（300g）

牛タン（150g）

牛タン（200g）

19 ～10：00 チキントマトガーリック

２食　ローズポークしゃぶ

ローズポーク（豚）

陶板焼き

ローズポーク（豚）

しゃぶしゃぶ

２食　ミックス　デラックス

２食　肉三昧
常陸牛＋ローズポーク

牛タン＋野菜+海鮮

15：00～ 朝食付き　＊平日のみ 朝食（和・洋）

常陸牛＋ローズポーク

野菜+海鮮

12:00 ２食　常陸牛すきやき すきやき

間 ２食　常陸牛　陶板焼き 常陸牛＋野菜＋海鮮

２食　ミックス　スペシャル 常陸牛＋ローズP＋野菜

２食　牛タン陶板焼き

２食　ローズポークしゃぶ

IN ２食　隠れ屋ステーキ

OUT ２食　常陸牛しゃぶ

15:00 ２食　隠れ屋ステーキ

料　　　　　金

宿泊プラン　早見表　一覧                           2019/01/APR 改定

①平日料金（日～金）  ②週末料金(祝祭日前日含む）  ③繁忙期（５月連休・夏季・年末年始）

２食　ローズポーク陶板焼き

２食　ローズポーク陶板焼き

利用時間 プ　ラ　ン　名 食事内容

15：00～ 朝食付き　＊平日のみ 朝食（和・洋）

21 ～12：00 チキントマトガーリック

時
～

２食　チキントマトステーキ

＊平日のみ

２食　チキントマトステーキ

＊平日のみ

牛ステーキ（250g）

２食　牛タン陶板焼き

牛しゃぶしゃぶ

ローズポーク（豚）

陶板焼き

ローズポーク（豚）

しゃぶしゃぶ

牛ステーキ（300g）

牛タン（150g）

牛タン（200g）



人　員 平日　基本 週　　末 繁忙期

１名 ¥20,100 × ×
２名 ¥22,200 × ×
１名 ¥21,900 × ×
２名 ¥25,800 × ×
１名 ¥23,300 ¥24,300 ¥25,300
２名 ¥28,600 ¥30,600 ¥32,600
１名 ¥23,300 ¥24,300 ¥25,300
２名 ¥28,600 ¥30,600 ¥32,600
１名 ¥23,800 ¥24,800 ¥25,800
２名 ¥29,600 ¥31,600 ¥33,600
１名 ¥24,300 ¥25,300 ¥26,300
２名 ¥30,600 ¥32,600 ¥34,600
１名 ¥23,800 ¥24,800 ¥25,800
２名 ¥29,600 ¥31,600 ¥33,600
１名 ¥24,300 ¥25,300 ¥26,300
２名 ¥30,600 ¥32,600 ¥34,600
１名 ¥24,300 ¥25,300 ¥26,300
２名 ¥30,600 ¥32,600 ¥34,600
１名 ¥25,300 ¥26,300 ¥27,300
２名 ¥32,600 ¥34,600 ¥36,600
１名 ¥26,600 ¥27,600 ¥28,600
２名 ¥35,200 ¥37,200 ¥39,200
１名 ¥26,600 ¥27,600 ¥28,600
２名 ¥35,200 ¥37,200 ¥39,200
１名 ¥27,900 ¥28,900 ¥29,900
２名 ¥37,800 ¥39,800 ¥41,800
１名 ¥28,900 ¥29,900 ¥30,900
２名 ¥39,800 ¥41,800 ¥43,800
１名 ¥19,100 × ×
２名 ¥21,200 × ×
１名 ¥20,900 × ×
２名 ¥24,800 × ×
１名 ¥22,300 ¥23,300 ¥24,300
２名 ¥27,600 ¥29,600 ¥31,600
１名 ¥22,300 ¥23,300 ¥24,300
２名 ¥27,600 ¥29,600 ¥31,600
１名 ¥22,800 ¥23,800 ¥24,800
２名 ¥28,600 ¥30,600 ¥32,600
１名 ¥23,300 ¥24,300 ¥25,300
２名 ¥29,600 ¥31,600 ¥33,600
１名 ¥22,800 ¥23,800 ¥24,800
２名 ¥28,600 ¥30,600 ¥32,600
１名 ¥23,300 ¥24,300 ¥25,300
２名 ¥29,600 ¥31,600 ¥33,600
１名 ¥23,300 ¥24,300 ¥25,300
２名 ¥29,600 ¥31,600 ¥33,600
１名 ¥24,300 ¥25,300 ¥26,300
２名 ¥31,600 ¥33,600 ¥35,600
１名 ¥25,600 ¥26,600 ¥27,600
２名 ¥34,200 ¥36,200 ¥38,200
１名 ¥25,600 ¥26,600 ¥27,600
２名 ¥34,200 ¥36,200 ¥38,200
１名 ¥26,900 ¥27,900 ¥28,900
２名 ¥36,800 ¥38,800 ¥40,800
１名 ¥27,900 ¥28,900 ¥29,900
２名 ¥38,800 ¥40,800 ¥42,800

２食　隠れ屋ステーキ

時

牛タン＋野菜+海鮮

２食　ミックス　スペシャル 常陸牛＋ローズP＋野菜

２食　ミックス　デラックス

１8：００～ 朝食付き　＊平日のみ 朝食（和・洋）

牛しゃぶしゃぶ

10:00 ２食　常陸牛すきやき すきやき

２食　常陸牛　陶板焼き 常陸牛＋野菜＋海鮮

～
２食　牛タン陶板焼き

２食　牛タン陶板焼き

18:00

２食　肉三昧

OUT ２食　常陸牛しゃぶ

16 ～10：00 チキントマトガーリック

２食　ローズポーク陶板焼き
ローズポーク（豚）

陶板焼き

常陸牛＋ローズポーク

間

ローズポーク（豚）

しゃぶしゃぶ

牛ステーキ（300g）

牛タン（150g）

牛タン（200g）

常陸牛＋ローズポーク

野菜+海鮮

IN ２食　隠れ屋ステーキ 牛ステーキ（250g）

２食　ミックス　スペシャル 常陸牛＋ローズP＋野菜

２食　ミックス　デラックス

２食　肉三昧
常陸牛＋ローズポーク

牛タン＋野菜+海鮮

常陸牛＋ローズポーク

野菜+海鮮

OUT ２食　常陸牛しゃぶ 牛しゃぶしゃぶ

11:00 ２食　常陸牛すきやき すきやき

間 ２食　常陸牛　陶板焼き 常陸牛＋野菜＋海鮮

17:00 ２食　隠れ屋ステーキ

時
～

２食　牛タン陶板焼き

２食　牛タン陶板焼き

牛ステーキ（300g）

牛タン（150g）

牛タン（200g）

18 ～11：00 チキントマトガーリック

２食　ローズポークしゃぶ

IN ２食　隠れ屋ステーキ 牛ステーキ（250g）

ローズポーク（豚）

陶板焼き

ローズポーク（豚）

しゃぶしゃぶ

利用時間 プ　ラ　ン　名 食事内容

17：00～ 朝食付き　＊平日のみ 朝食（和・洋）

料　　　　　金
①平日料金（日～金）  ②週末料金(祝祭日前日含む）  ③繁忙期（５月連休・夏季・年末年始）

２食　ローズポーク陶板焼き

２食　ローズポークしゃぶ

２食　チキントマトステーキ

＊平日のみ

２食　チキントマトステーキ

＊平日のみ

宿泊プラン　早見表　一覧                           2019/01/APR 改定



土曜・祝祭日前日・繁忙期

¥5,000

￥6,000より

２１時間 ¥21,000

特別室（ＶＩＰ）利用料金

通常期

１５～１６時間 ¥18,000
１７～１８時間 ¥19,000
１９～２０時間 ¥20,000

９～１０時間 ¥15,000
１１～１２時間 ¥16,000
１３～１４時間 ¥17,000

２～３時間 ¥9,000
４～６時間 ¥12,000
７～８時間 ¥14,000

《ご利用料金表》
通常期　お部屋代（１～２名様）税込み

ご利用時間 ご利用料金

１時間 ¥5,500


