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【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（40㎡）

札幌駅の利便性を持ちながら、リゾートのくつろぎを感じさせる、安らぎと感動のホテル。大きめのベッドを
配置した眺めのいい高層階の客室。新鮮な北海道の食材が冴える美食の数々。月の島と名付けられた
スパは、天然温泉を利用したリフレッシュ空間です。

【交通】 JR札幌駅から徒歩で約3分または
地下鉄東豊線札幌駅から徒歩約3分
道央自動車道 札幌北ICから約15分

【特定除外日】 2020/2/1-11、7/1-8/31
※スパは18歳以上のご利用です。スパ休館日：2020/5/11全館。

【TEL】 011-251-2222
【住所】 北海道札幌市中央区北五条西2丁目JRタワー内

お食事

夕食

朝食

「ミクニサッポロ」フレンチ 17：30-22：00（LO20：30）
【火曜日のみ】「SKY J」洋食コース
※貸切日が都度発生するため予約発生時は空席確認をお願いし
ます

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】12:00
【お部屋】 バス・トイレ付スーペリアツイン（40㎡／湖側）

洞爺湖と内浦湾にはさまれた山の頂に建つ、世界的なリゾートホテルです。館内には生花の香り、生演奏
の優雅な旋律、ミシュラン2つ星のレストランも備えています。スパやアウトドアなど、リラクゼーション・メ
ニューも多彩に充実しています。

【交通】 JR洞爺駅からタクシーで約30分または送迎車で約35分
道央自動車道 虻田洞爺湖ICから約20分

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0142-73-1111
【住所】 北海道虻田郡洞爺湖町清水

お食事

夕食

①②からお選びいただけます。
①「ギリガンズアイランド」フレンチ 17：30-20：00
②「杜氏賛歌」和食割烹 17：30-20：00
※要事前予約（ご希望のレストランが取れない場合あり）

①②からお選びいただけます。
①「SKY J」和洋バイキング 6：30-10：00
②「丹頂」和定食 7：00-10：00

朝食
「レストラン」洋食セットメニューまたは和食セットメニュー
7：00-10：00（季節により異なる）
※事前予約不要

- 2019.10.01改訂 -

※掲載の情報は2019年7月現在のものとなります。利用可能施設・ご提供内容は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～
2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付エグゼクティブスイートダブル

（104㎡／眺望夜景）

日枝神社の豊かな緑広がる、都心では貴重な自然環境。四季の移ろいを感じる空間と、
洗練された和のたしなみで、日常から解き放たれた「和らぎ」をお届けいたします。

【交通】 東京メトロ国会議事堂前駅または溜池山王駅6番
出口直結
首都高速 霞ヶ関ICから約3分

【特定除外日】 2019/10/19-11/2、2020/7/22-8/6
※特典はシャンパンハ―フボトル

【TEL】 03-3503-0109
【住所】 東京都千代田区永田町2-10-3

お食事

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付デラックスルームツインまたは

デラックスルームキング（54㎡）

皇居外苑と日比谷公園の向かいに面し、緑豊かな風景を望み、銀座まで徒歩圏内という好立地に恵ま
れています。本物の和を感じられる客室に加え、個性豊かなレストラン、国内外で数々の受賞歴を誇るス
パで、伝説的とも称されるペニンシュラ・ホスピタリティを満喫できます。

【交通】 東京メトロ日比谷駅直結またはJR有楽町駅から
徒歩約2分
首都高速 霞が関ICから約4分または銀座ICから約3分

【特定除外日】 2019/10/1-11/3・9・16・23、2020/1/24-
29、3/20-31（以降未定）
※特典はバースデー・ハネムーン・アニバーサリーのお客様にス
ペシャルアメニティ

【TEL】 03-6270-2888
【住所】 東京都千代田区有楽町1-8-1

お食事

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：シャワーのみ（浴槽なし）・

トイレ付和室（渓谷側）

2016年10月グランドオープン！鳴子温泉街を見おろす高台に位置し、四季折々の景色をお楽しみいた
だけるロケーション。夕食は郷土の食材を使用し、季節の旬のメニューを盛り込んだセミバイキングスタイ
ル。

【交通】 鳴子温泉駅から徒歩約7分
東北自動車道 古川ICから約40分

【特定除外日】 2019/12/11・12・18・19、2020/1/8・9・15・
16、2/26・27

【TEL】 0229-82-4451
【住所】 宮城県大崎市鳴子温泉字湯元58-10

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付パノラミックコーナーキング（37㎡／東京タワー
側）またはバス・トイレ付パノラミックツイン（38㎡／東京タワー側）

東京タワーと並ぶようにそびえる地上33階建て。都心にあるとは思えない、芝公園の緑に包まれた、プリン
スホテルのフラッグシップホテル。天然温泉を備えたスパ＆フィットネス施設があり、東京各所へのアクセ
スもいい、寛ぎと安らぎに満ちた空間です。

【交通】 都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅赤羽橋口から徒歩約2分
またはJR・東京モノレール浜松町駅から徒歩約12分
首都高速 芝公園ICから約1分

【特定除外日】 2019/10/18-11/3、2020/7/23-9/6
※特典はシャンパンハーフボトル1本（1部屋1本）＋駐車場1泊無
料
※スパ&フィットネス内は年齢制限20歳以上

【TEL】 03-5400-1111
【住所】 東京都港区芝公園4-8-1

お食事

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】11:00
【お部屋】 新館：バス・トイレ付準特別室（メゾネット／海側）

日本旅館の伝統美と現代的な機能性を併せ持つ老舗旅館。津軽海峡に面し、豊かな眺望と新鮮な魚
介類が楽しめます。

【交通】 JR函館駅からタクシーで約15分
バス 湯の川温泉入口から徒歩約2分

【特定除外日】 2019/11/25-28、2020/2/26・27、3/9-12、
7/23-25、9/19-21
※特典はスパ―クリングワインハーフボトル1本

【TEL】 0138-59-2171
【住所】 北海道函館市湯川町1丁目2-27

お食事

夕食
「お部屋」または「食事処」会席料理
17：30-19：00 配膳開始時間

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 露天風呂・シャワーブース・トイレ付（本間8畳＋

広縁2畳＋ソファーセット＋シャワールーム／山側）

西欧の古城をイメージした外装と大正ロマンをコンセプトとした鹿鳴館風の内装が特徴的なホテルです。
高台に位置している為、四季折々の景色をお楽しみいただけます。

【交通】盛岡駅西口から路線バスで約40分または
JR雫石駅からタクシーで約15分
東北自動車道 盛岡ICから約25分

【特定除外日】 2019/11/18・19・25・26、12/2・3・9・10・16・
17、2020/1/13・14・20・21、2/17・18・24・25、3/2・3・9・10・
16・17、4/6・7・13・14、5/11・12・18・19・25・26、6/1・2・8・
9・15・16・22・23・29・30

【TEL】 019-695-3333
【住所】 岩手県岩手郡雫石町鴬宿10-64-1

お食事

夕食
「個室料亭」または「食事処」（選択不可）
旬彩和食膳 18:00-21：00

朝食
「27F ラウンジ「SaRyoh」」ビュッフェ
7：00-10：30（LO） 朝食

「ザ・ロビー」アメリカンブレックファスト
6：30-11：00
※全席禁煙

朝食

①②③からお選びいただけます。
①「B1F 芝桜」和食 7：00-10：00
②「33F パノラマ33」洋食ブッフェ 6：30-10：00
③「33F ブリーズ・ヴェール」洋食セット 7：00-10：00
※各レストラン全席禁煙

朝食

朝食 「レストラン」バイキング 7：00-9:00

「食事処」和食膳
7：00-8：30 配膳開始時間

お食事

夕食 「食事処」和洋バイキング 18:00-21：00

朝食 「食事処」和洋バイキング 7：00-9:30

設定期間終了
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（24㎡）

お部屋は全て梓川向き、窓からは雄大な上高地の山々をお楽しみいただけます。かけ流しの天然温泉と
旬を生かしたフランス料理で上高地の休日をお過ごしください。

【交通】 アルピコ交通新島々駅から路線バスで約60分または
JR高山駅からタクシーで約70分
長野自動車道 松本ICから約50分または
中部縦貫自動車道 高山ICから約70分

【特定除外日】 2019/11/15-2020/4/24（冬期休業期間の
ため）
※特典は信州産スパ―クリングワイン1本

【TEL】 0263-95-2121
【住所】 長野県松本市安曇4469-1

お食事

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 匠館：バス・トイレ付特別和洋室（12.5畳＋リビング＋
ダブルベッド／眺望：専用月見台から中庭）

気鋭の料理長が、料理宿こだわりの懐石をご提供いたします。

【交通】 伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅からタクシーで約5分
東名高速道路 沼津ICから約25分

【特定除外日】 2019/11/7・16・29
※特典はリサイクル箸1人1膳
※専用月見台にはハンモックのご用意があります

【TEL】 055-948-1304
【住所】 静岡県伊豆の国市古奈256-1

お食事

夕食
「食事処」料理宿こだわりの懐石プラン
18：00-19：00（スタート時間）

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 露天風呂・トイレ付和室または和洋室（12畳＋土間リ
ビング／8畳＋ツイン／湖・富士山側）

四季変わりゆく富士山と河口湖の風情をお楽しみください。和テイストに洋の趣向を加えた館内には最上
級の“遊”と“見”が広がっています。

【交通】 富士急行線河口湖駅から路線バスで約25分
または送迎車で約12分
中央高速道 河口湖ICから約15分または
一宮御坂ICから約35分

【特定除外日】 2020/8/5
※特典は甲州ワイン1本
※富士山がご覧いただけない場合、富士山の絵はがきをプレゼント

【TEL】 0555-76-8888
【住所】 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2312

お食事

夕食 「お部屋」会席料理 17：30-19：00

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】12:00
【お部屋】 バス・トイレ付スタンダードツイン（31㎡／庭園側）

旧き良き時代の面影を今に伝える鹿島の森に佇む、瀟洒な2階建てホテルです。落葉松林に囲まれた一
万坪の庭には野鳥やリスが戯れ、自然を優雅に体験できます。軽井沢の旬の食材を目にも鮮やかな料
理に変身させるレストランや周辺の散策でゆったり寛げます。

【交通】 JR軽井沢駅からタクシーで約8分
上信越自動車道 碓氷軽井沢ICから約20分

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典はワインボトル1部屋1本

【TEL】 0267-42-3535
【住所】 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1373-6

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】12:00
【お部屋】 バス・トイレ付デラックス ツイン ルーム（73㎡）

箱根の自然の中に佇む、瀟洒な空間の高級リゾートホテルです。ハイアットのグローバルスタンダードを持
ちながら、温かみあふれるサービスと寛ぎをご提供いたします。大涌谷を源泉とする大浴場や本格スパト
リートメント（有料）もお楽しみいただけます。

【交通】 箱根登山ケーブルカー上強羅駅から徒歩約5分
または箱根登山鉄道強羅駅から車で約5分
※送迎あり（到着時要連絡）
東名高速道路 御殿場ICから約40分

【特定除外日】 2019/12/6・13、2020/1/15（休館日）
※特典はワイン1部屋1本
※スパは年齢制限18歳以上

【TEL】 0460-82-2000
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320

お食事

夕食

「ダイニングルーム」洋食コース
17：00-22：00（LO21：00）
※全席禁煙

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】11:00
【お部屋】 水花の庄：露天風呂・トイレ付和洋室

（35㎡＋ツイン／山側）

小涌谷温泉・宮ノ下温泉の2種類の温泉を4つの露天付き大浴場と3つの貸切風呂で堪能できます。

【交通】 箱根登山鉄道小涌谷駅から徒歩約15分
小田原厚木道路 箱根口ICから約30分

【特定除外日】 2020/7/23-25、9/19-21
※特典は売店利用券2,000円分（1部屋毎）と梅酒バーにて1ドリ
ンク（1人1杯）

【TEL】 0460-85-5489
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷字492-23

お食事

夕食

「食事処」
足柄遊膳（和食会席）または炙り焼き会席
17：30～または20：00～

朝食
「レストラン」和洋バイキング
（和定食の場合あり） ※選択不可 7：00-9:00
※全席禁煙 朝食

料亭「閑雲嶺」和定食
8：00-9：00

朝食 「個室食事処」和食膳 7：30-9：00

朝食
「ダイニングルーム」和洋ブッフェ 7：30-10：30
※全席禁煙

朝食 「食事処」和食膳 7：00-9：30

お食事

夕食
「レストラン」フレンチコース料理 18：00-20：30
※全席禁煙

朝食
「レストラン」洋定食または和定食 7：30-9：30
※全席禁煙

夕食
「レストラン」フレンチコース 17：30-20：00
※全席禁煙
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 13:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 東館：バス・トイレ付和室（10.5畳）

当館は、四季折々の懐石料理と名湯有馬の温泉がお楽しみいただける高級料亭旅館です。風情あふれ
る有馬の魅力、きめ細やかなおもてなしの心、そして旬の素材を活かした京風創作懐石。伝統に磨かれ
た数寄屋の佇まいが美しい、有馬を代表する旅館です。

【交通】 神戸電鉄有馬温泉駅から徒歩約3分または
山陽新幹線新神戸駅から車で約20分
阪神高速7号北神戸線 有馬口ICから約1kmまたは
中国自動車道 西宮北ICから約7km

【特定除外日】 2020/7/23-25
※アレルギーがある場合は、3日前までにお申し出ください。
※特定期間を除き、小学生以下のお子様（乳幼児を含む）はご入館
いただけません。

【TEL】 078-904-0701
【住所】 兵庫県神戸市北区有馬町1302-4

お食事

夕食
「お部屋（5名以上は別個室）」
季節の京風創作懐石 18：00-20：00（最終スタート）

和風・ローマ風･湯治場風の三大浴場で、名湯有馬の湯巡り・温泉三昧。700年の歴史と伝統が宿る有馬
温泉の老舗旅館。

【交通】 神戸電鉄有馬温泉駅から徒歩約6分
阪神高速北神戸線 有馬口ランプから約5分

【特定除外日】 休前日、2019/10/31、12/16-18、
2020/1/6、3/2（以降未定）
※特典はスパークリングワイン1部屋1本

【TEL】 078-904-0501
【住所】 兵庫県神戸市北区有馬町1904

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付プレミアムツイン（36㎡）

「G7伊勢志摩サミット2016」開催ホテル。各国首脳が実際に会議やお食事をされたサミットテーブルの展
示や撮影の会場となった庭園をご覧いただけます。

【交通】 名古屋より近鉄特急約130分→賢島駅から徒歩約5分
または近鉄賢島駅から送迎車で約2分
伊勢自動車道 伊勢西ICから約40分

【特定除外日】 2020/2/2-6、3/9

【TEL】 0599-43-1211
【住所】 三重県志摩市阿児町神明731

お食事

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ジュニアスイート（63㎡）

琵琶湖の畔に広がる、癒しのガーデンホテル。心地よい眠りを追求した客室、愉楽を味わえる最新のスパ、
近江の新鮮な食材を多用する個性豊かなレストラン、そして趣異なる7つの庭など。深い安らぎや潤いに
満たされるエッセンスがつまったホテルです。

【交通】 JR瀬田駅から路線バスで約15分または
JR石山駅南口からタクシーで約8分
名神高速道路 瀬田西ICから約8分または
瀬田東ICから約8分

【特定除外日】 びわ湖花火大会当日（日程未定）
※特典はシャンパンボトル1本＋ロイヤルオ―クスパにて70分
メニュ―（ボディまたはフェイシャル、1名毎に選択可）

【TEL】 077-543-0111
【住所】 滋賀県大津市萱野浦23-1

お食事

夕食

「レストラン」和食またはフレンチまたは中華
17：00-21：00
※全席禁煙

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 南館：露天風呂・トイレ付一般客室（10畳＋5畳

（広縁）／庭園側）

一期一会のおもてなしと豊かな自然の中に息づく純和風のおくつろぎ。快適な大人のリゾートライフをご
提供いたします。

【交通】 伊豆急行線伊豆高原駅からタクシーで約5分または
送迎車で約5分
東名高速道路 厚木ICから約90分または沼津ICから約90分

【特定除外日】 休日、休前日
※特典はスパークリングワインハ―フボトル1本

【TEL】 0557-53-1170
【住所】 静岡県伊東市八幡野1741

お食事

夕食

①②からお選びいただけます。
①「和食処」和会席 17：30-21：00（LO19：00）
②「レストラン」フレンチコース 17：30-21：00（LO19：00）

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：露天風呂（シルキーバス）付客室Mタイプ

（7.5畳和室+ツイン／海側）

稲取温泉の地形は半島のように海に突き出ています。当館はその先端にあるため、視界を遮るものは何も
ありません。お部屋から望む雄大な海景色。最上階大浴場からは270度大パノラマ絶景を。

【交通】 伊豆急行線伊豆稲取駅から車で約5分
【特定除外日】 休前日、2020/3/20

【TEL】 0557-95-2151
【住所】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1017

朝食
「お部屋（5名以上は別個室）」
和定食 7：00-10：00（最終スタート）

朝食
「レストラン」和洋バイキング 7：00-10：00
※全席禁煙

朝食

①②からお選びいただけます。
①「和食処」和食 7：30-10：00（LO9:00）
②「レストラン」洋食 7：30-10：00（LO9:00）

お食事

夕食
「3名まで部屋食、4名時食事処個室」
海の幸料理 舟盛り付

朝食
「3名まで部屋食、4名時食事処個室」
和定食 舟盛り付

夕食
「ラ・メール ザ クラシック」フランス料理コース
17:30-20:30（LO)

朝食
「ラ・メール ザ クラシック」洋食ブッフェまたは和定食
7：00-9：30（LO)

【チェックイン】 14:30 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 北館：バス・トイレ付和室（本間10畳＋踏込2畳＋

広縁2畳／山側）

お食事

夕食

「レストラン」
神戸牛付特選会席（デザートバイキング付）
17：30-21：00（最終入場19：30）

朝食
「レストラン」バイキング
7：00-10：00（最終入場9：30）



－ －5

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付デラックスナチュラルオーシャンビュー

（36㎡／海側）

青く澄んだ海、亜熱帯の緑、色鮮やかな花々に囲まれたザ・ブセナテラスで過ごす極上の休日。

※各レストラン全席禁煙※夕食は要予約※一部レストランは定休
日があります ※営業時間は変更になる場合があります
【交通】 那覇空港から路線バスで約150分またはタクシーで約90分

沖縄自動車道許田ICから約5分または屋嘉ICから約20分
【特定除外日】 2020/7/10-8/31、9/18-21

【TEL】 0980-51-1333
【住所】 沖縄県名護市字喜瀬1808

お食事

夕食

①②③④からお選びいただけます。
①「ラ・ティーダ」洋食ブッフェ 17：30-21：00
②「真南風」和食 17：30-22：00（LO21：30）
③「琉華菜苑」中華 17：30-22：00（LO21：30）
④「チュララ」イタリアン 17：30-22：00（LO21：30）

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付プールヴィララグーンスイート（60㎡／海側）

「余韻と、滞在する…。」ゆっくりと時が流れる色彩の楽園、宮古島。その美しい珊瑚の海と自然に囲まれ
た島の南岸に広がる、プレミア・プライベートリゾートです。悠久の時を肌で感じる大人のステイ。自然とと
もに食、温泉、スポーツと楽しみ方いろいろ。

※1：ドレスコードについて、「マラルンガ」はビーチサンダル、「グランマー
レ」は短パン、ビーチサンダルでのご来店はご遠慮ください。
※2：お子様のご利用について、「マラルンガ」は事前予約にてご利用いた
だけます。「グランマーレ」は5歳以下のご利用をご遠慮いただいておりま
す。
※「マラルンガ」、「グランマーレ」は不定休です。ホテルへご確認ください。
【交通】 宮古空港から送迎車で約15分
【特定除外日】 2020/7/3-8/6・17-22

【TEL】 0980-74-7100
【住所】 沖縄県宮古島市上野字新里926-25

お食事

夕食

①②からお選びいただけます。
①「グランマーレ（全席禁煙）※1・※2」イタリアンコース
18：00-22：00（LO21：30）
②「マラルンガ※1・※2」和流創作コース
18：00-22：00（LO21：30）

【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 露天風呂・トイレ付和洋室（40畳）

雲仙連山を見晴らすおしどりの池の畔に建つ純和風旅館。料理長が厳選した旬の素材を利用した懐石
料理や源泉掛け流しの温泉をご満喫ください。

【交通】 諫早駅前バスターミナルから路線バスで約80分または
JR諫早駅からタクシーで約60分
長崎自動車道 諫早ICから約60分

【特定除外日】 2020/7/23-25、9/19-21
※特典はシャンパンハーフボトル1部屋1本

【TEL】 0957-73-2588
【住所】 長崎県雲仙市小浜町雲仙181

お食事

夕食
「部屋」懐石料理
17：00-19：00開始

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】11:00
【お部屋】 バス・トイレ付スパデラックスツイン（40㎡／海側）

那覇で唯一、温泉が楽しめる贅沢な空間。約800万年前の化石海水がもたらす効果を、露天風呂や大浴
場で満喫できます。優雅なスパ施設や各種プールも快適。広々と寛げる客室にステイしながら、大人の
ためのリラクゼーションタイムをのんびりお過ごしください。

※各レストランには定休日がありますので、事前にHPにて要確認
【交通】 モノレール旭橋駅（空港駅より11分）から徒歩約15分

那覇空港からうみそらトンネル経由で約7分
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※特典はスパークリングワインボトル1部屋1本

【TEL】 098-868-2222
【住所】 沖縄県那覇市西3-2-1

お食事

夕食

①②からお選びいただけます。
①「1F フォンテーヌ」洋食バイキング 18：00-21：00
②「2F花風」和琉御膳または中華コース 17：30-23：00
※各レストラン全席禁煙

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 新館：露天風呂・トイレ付和室（12.5畳／川側）

江戸時代より夕景の名所として語られた河畔の情緒をお部屋から満喫。日本海の旬の味覚をご堪能くだ
さい。

【交通】 JR東萩駅から徒歩約10分またはタクシーで約3分
中国自動車道 美祢東ICから約40分

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※未就学児のご利用はご遠慮いただいております。

【TEL】 0838-26-2882
【住所】 山口県萩市椿東雁島3092

お食事

夕食 「レストラン」旬の和会席 18：00-19：30

【チェックイン】 15：00 【チェックアウト】10:00
【お部屋】 バス・トイレ付コーナースイート山草花（特別室）（30㎡
／讃岐富士側）

こんぴらさんに近い温泉旅館です。館内2カ所の大浴場が楽しめます。女性露天風呂にはバラを浮かべ
た「華風呂」があります。2014年4月にダイニングレストランが誕生しました。

【交通】 JR・高松琴平電鉄琴平駅から徒歩約5分
高松自動車道 善通寺ICから約15分

【特定除外日】 2020/9/19-22
※特典は夕食時、ビールまたはウーロン茶1人1本

【TEL】 0877-75-1111
【住所】 香川県仲多度郡琴平町556-1

お食事

朝食
①②からお選びいただけます。
①「ラ・ティーダ」洋食ブッフェ 6：30-10：30
②「真南風」和定食 7：00-10：00

朝食 「マラルンガ」和洋ブッフェ 7：00-10：00

朝食
「お部屋」または「レストラン」和定食
7：00-8：30開始

朝食
「1F フォンテーヌ」和洋バイキング 7：00-10：00
※全席禁煙

朝食 「レストラン」和定食 7：30-8:30

夕食
「レストラン」または「食事処」会席料理
18：00-21：00

朝食
「レストラン」和洋バイキング
7：00-9：00


