
「プレミアムプラン」対象施設一覧

オリエンタルヒルズ沖縄 沖縄県国頭郡

北海道虻田郡ザ・ウィンザー ホテル洞爺　
リゾート＆スパ

2020/10/16 ～18
［チェックアウト時間の延長の除外日］
2020/4/27 ～ 5/5、7/23～ 26、
8/8～ 16、9/19～ 23、
12/29～ 2021/1/3 

なし
［チェックアウト時間の延長の除外日］
2020/4/27 ～ 5/5、7/23～ 9/23、
12/29～ 2021/1/3 

なし
［チェックアウト時間の延長の除外日］
2020/4/27 ～ 5/5、5/10 ～ 6/25、
7/23～ 9/23、12/29～ 2021/1/3 

2020/4/29 ～ 5/5、8/8～ 16、
12/29～ 2021/1/3

なし

神奈川県足柄下郡ハイアット リージェンシー 
箱根 リゾート＆スパ

ジュニアスイート（58㎡）海側
ジュニアスイート（58㎡）湖側

ゲストルームツイン（56㎡）、
マウンテンビューツインルーム（56㎡）、
デラックスツイン＆タタミルーム（67㎡）、
デラックスツインルーム（73㎡）
リージェンシースイートツイン＆タタミ（88㎡）
リージェンシースイートツイン（82㎡）
リージェンシーエグゼクティブ
スイートツイン（93㎡）

志摩観光ホテル 
ベイスイート 三重県志摩市

スーペリアスイートキング又はツイン（100㎡）、
FUTONスイート（100㎡）、
コーナースイートキング又はツイン（110㎡）

鳴門パークヒルズ　
ホテルリッジ 徳島県鳴門市

和奏ツイン（60㎡）、
洋奏ツイン（65㎡）　
※高校生以上からのご利用となります。

サンカラ・ジュニア・スイート（71㎡）
サンドラ・ヴィラ 1 階（53㎡）
サンドラ・ヴィラ 2 階（53㎡）
※13歳以上からのご利用となります。

鹿児島県熊毛郡サンカラ ホテル＆スパ
屋久島

沖縄県那覇市ザ・ナハテラス エグゼクティブスイート（50㎡）
クラブフロア（35㎡）

沖縄県南城市百名伽藍 エグゼクティブスイート（68～ 85㎡）
※13歳以上からのご利用となります。

プールヴィラロイヤルスイート（屋内 90㎡＋プール）
プールヴィララグーンスイート（屋内 60㎡＋プール）
ジャグジースイート（屋内 60㎡＋テラス）

スイートヴィラベイフロント  1 ベッドルーム
（室内 90㎡＋プール）
スイートヴィラベイフロント
トリートメントルーム（室内 90㎡＋プール）
スイートヴィラサンライズ  2 ベッドルーム
（室内 110㎡＋プール）
スイートヴィラベイフロント  2 ベッドルーム
（室内 116㎡＋プール）
シギラスイート  4 ベッドルーム
（室内 497㎡＋プール）

クラブプールヴィラ 1ベッドルーム
（室内 88㎡＋プール）
クラブプールヴィラ 2ベッドルーム
（室内 137㎡＋プール）

クラブフロア デラックスエレガント（43㎡）
ガゼボテラス（72㎡）
クラブコテージラグジュリアススイート（66㎡）
※クラブコテージのみ 13 歳以上からの
    ご利用となります。

クラブデラックスサンセット（54㎡）
クラブデラックスオーシャン（54㎡）　
※13歳以上からのご利用となります。

エグゼクティブスイート（70㎡）
※13歳以上からのご利用となります。

クラブラグジュアリー（57㎡）
※16歳以上からのご利用となります。

ジ・アッタテラス　
クラブタワーズ 沖縄県国頭郡

沖縄県名護市ザ・テラスクラブ 
アットブセナ

沖縄県名護市ザ・ブセナテラス

沖縄県中頭郡ジ・ウザテラス　
ビーチクラブヴィラズ

沖縄県宮古島市ザ　シギラ

シギラベイサイドスイート
アラマンダ 沖縄県宮古島市

特典のご利用にあたって
※本特典は、他のご優待との併用はできません。
※各特典の有効期限は 2021 年3月31日までとなります。
※各特典は、アメリカン・エキスプレスを通して、ご予約いただいた場合のみご利用いただけます。ご予約はカード裏面のお電話番号へご連絡ください。
※本特典は、ご予約時の混雑状況により、ご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
※お客様のご要望に応えるべく最善を尽くしておりますが、ご依頼内容によりご希望にそえない場合もございますのでご了承ください。
※特典内容や金額などは 2 名様でご利用の場合を基準としております。1 名様、3 名様でのご利用の場合はお問い合わせください。
※本特典内容は、2020 年 4月現在のものです。予告なく変更または中止させていただく場合がございますのでご了承ください。
※特典は、対象カードをお持ちのカード会員様のみご利用いただけます。
※対象ホテル、除外日などは変更となる場合がございます。

海側を 1日 1室をご用意（7日前まで）、対象のお部屋の
料金をご優待、ブルームスパトーヤでのスパトリートメ
ントを10% オフ（3日前までに要予約）、手荷物無料宅
配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、夕食時にグラスワイン又は
ソフトドリンクをサービス（ご滞在中 1名様につき 1杯 /
レストラン「ダイニングルーム」にて）、スパ IZUMI にて、
90分以上のトリートメントを受けられた方にオリジナル
バーム（ラベンターとローズ）をセットでプレゼント、手荷
物無料宅配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、アーリーチェックイン
14：00（通常 15：00）、手荷物無料宅配サービス

客室にウェルカムシャンパンのご用意、
手荷物無料宅配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、スパトリートメントのご利
用代金より10％オフ（一部対象外メニューあり）、朝食をラ
ンチに変更可能、チェックイン時の空室状況により、チェッ
クアウト時間の延長（17：00 まで）、手荷物無料宅配サー
ビス

エグゼクティブスイートを 1 日 1 室をご用意（14 日前ま
で）、対象のお部屋の料金をご優待、チェックアウト時間の
延長 13：00（除外日あり）、オリジナルギフト（1 室 1 個）、
手荷物無料宅配サービス

1日 1室をご用意（14日前まで）、チェックアウト時間の延
長 12：00 まで、ウェルカムフルーツのご用意、ご夕食時ワ
ンドリンクサービス（ビール・ワイン・泡盛・ソフトドリ
ンク）、手荷物無料宅配サービス

1日 1室をご用意（14日前まで）、対象のお部屋の料金をご
優待、チェックアウト時間の延長 12：00 まで（除外日あり）、
オリジナルギフト（1室 1個）、手荷物無料宅配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、チェックアウト時間の延長
14：00 まで（除外日あり）、お部屋にハウスワイン（ボトル）
のご用意、手荷物無料宅配サービス

1日1室をご用意（14日前まで）、対象のお部屋の料金をご
優待、チェックアウト時間の延長 12：00まで（除外日あり）、
オリジナルギフト（1室 1個）、手荷物無料宅配サービス

クラブデラックス及びガゼボテラスを 1 日 1 室をご用意
（14日前まで）、対象のお部屋の料金をご優待、チェックア
ウト時間の延長 12：00まで（除外日あり）、オリジナルギフ
ト（1室 1個）、手荷物無料宅配サービス

クラブプールヴィラ1ベッドルームのみ 1日 1室をご用意
（14 日前まで）、対象のお部屋の料金をご優待、チェックア
ウト時間の延長 12：00 まで（除外日あり）、オリジナルギ
フト（1室 1個）、手荷物無料宅配サービス

お部屋に琉球菓子セットをご用意、お部屋に泡盛ハーフボ
トルを 1 本ご用意、滞在中ランチ 1 回サービス（スターダ
ストガーデン、彩海（土日祝のみ）、シギラビーチ（営業期間
のみ）／お子様料金の方は含みません）、手荷物無料宅配
サービス

対象のお部屋の料金をご優待、お部屋に琉球菓子セットを
ご用意、チェックアウト時間の延長 12：00 まで（除外日
あり）、手荷物無料宅配サービス

2020/4/29 ～ 5/5、7/23～ 25、
8/8～ 15、9/19～ 21、
11/21～ 22、12/31～ 2021/1/3

2020/5/2 ～ 5、6/12～ 14、
8/8～ 15、11/7 ～ 8、
12/29～ 2021/1/1、1/6～ 2/5、
2/20～ 21

2020/6/15～ 18、2021/3/1 ～ 2
［チェックアウト時間の延長の除外日］
2020/4/27 ～ 5/5、8/8 ～ 15、12/5、
12/29～ 2021/1/3 

2020/4/19、5/1 ～ 5、5/9、6/9、
6/13、6/20、6/27、7/1、7/18 ～ 19、
7/23、8/1、8/14、9/19～ 21、9/26、
10/17、10/24～ 25、11/7、11/22、
11/28 ～ 29、12/12、
12/31～ 2021/1/2、1/10

なし
［チェックアウト時間の延長の除外日］
2020/4/27 ～ 5/5、7/23～ 26、
8/8～ 16、9/19～ 23、
12/29～ 2021/1/3 

2020/4/10、5/1 ～ 5、
7/23～ 25、8/8～ 15、11/18、
12/30～ 2021/1/2、1/22～ 23、
1/29～ 30、2/19～ 22、
2/26～ 27

なし

なし

2020/11/25～29、
12/30～2021/1/2

2020 年 4/1（水）～2021年 3/31（水）まで対象期間

リゾートホテル

ホテル名 所在地 宿泊特典 特典除外日お部屋タイプ

P_202003



別邸   仙寿庵 群馬県利根郡

北海道釧路市あかん 鶴雅別荘　鄙の座

2020/4/29～5/5、8/1～ 22、
12/29～2021/1/3

2020/6/12～13、7/10、7/17、
9/28～10/1、10/3、10/7～8、
12/31～2021/1/3

2020/5/2 ～ 5、8/9 ～ 15、
12/26 ～ 2021/1/3

なし

2020/12/31～2021/1/2

北海道千歳市しこつ湖鶴雅リゾートスパ 
水の謌

湖の座スイート（88～ 94㎡）
※小学生以下のお子様のご宿泊は
　ご遠慮いただいております。

露天風呂付  特別室（114㎡）

望楼 NOGUCHI 登別 北海道登別市
エグゼグティブスイート（100㎡）
※12歳以下のお子様のご宿泊は
　ご遠慮いただいております。

望楼 NOGUCHI 函館 北海道函館市 SUITE（120㎡）

靖山樓メゾネットツイン（46.2㎡）、
麓花坊ハリウッドツイン（40.8㎡）
麓花坊「雪椿」（47.1㎡）、
麓樹坊「椈」（52㎡）、
麓樹坊ハリウッドツイン（48.3㎡）、
麓樹坊「桂」（52㎡）
※13 歳未満のお子様のご宿泊は
    ご遠慮いただいております。

岩手県和賀郡山人 -yamado-

秋田県仙北市角館山荘　侘桜 半露天風呂付   和洋室（70㎡）

福島県福島市福島奥座敷翡翠の里　
御宿かわせみ

侘助（12畳＋8畳＋6畳＋露天風呂＋桧内風呂）
花圃（12畳＋6畳＋4畳＋ベッドルーム＋
　          露天風呂＋桧内風呂／メゾネットタイプ）

露天風呂付貴賓室「藤・梅」（12畳＋10 畳）

和洋室（桃花） 130㎡
（客室 100㎡＋専用庭 30㎡）
和洋室（朝葱／翠嶺） 130㎡
（客室 100㎡＋専用庭 30㎡）
和洋室（紫夕） 185㎡
（客室 155㎡＋苔庭 30㎡）
※小学生以下のお子様のご宿泊は
　ご遠慮いただいております。

和洋室  淙（100㎡）、和洋室  椛（100㎡）
※小学生以下のお子様のご宿泊は
    ご遠慮いただいております。

和洋室露天風呂付（70㎡）

プライベートヴィラ（114㎡）
※小学生以下のお子様のご宿泊はご遠慮
　いただいております。

露天風呂付客室　和室Ａタイプ
（本間 12.5 畳＋次の間）

グレードアップ和室（露天風呂付／ 66㎡）鬼怒川金谷ホテル 栃木県日光市

千葉県鴨川市鴨川館   別邸　ラ･松廬

神奈川県足柄下郡海石榴（つばき）

神奈川県足柄下郡奥湯河原   離れ　
秀邑　‒HOMURA-

神奈川県足柄下郡奥湯河原   離れ　
紫葉　-SHIYO-

強羅花壇 神奈川県足柄下郡

対象のお部屋の料金をご優待、夕食時旬の食材一品サー
ビス、釧路空港または女満別空港より送迎サービス有
（3日前までの要予約）、手荷物無料宅配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、夕食お部屋食・朝食料亭で
のご提供、夕食時ワインボトルサービス、手荷物無料宅配
サービス

1 日 1 室をご用意（7日前まで）、対象のお部屋の料金をご
優待、ウエルカムドリンク、夕食時ワインフルボトルまた
はお土産付、手荷物無料宅配サービス

1 日 1 室をご用意（7日前まで）、館内 BAR にてワンドリン
ク付（大人お一人様につき）、料理長からおすすめの 1 品
サービス（大人お一人様につき）、手荷物無料宅配サービス

チェックアウト時間の延長 12：00 まで、アーリーチェッ
クイン 14：00 より、ハーフスパークリング（ハーフボト
ル 1 室につき 1 本サービス）、手荷物無料宅配サービス

チェックアウト時間の延長 12：00 まで、スパトリートメン
ト（マッサージ・エステ）を 20％OFF（3日前までの要予約）、
お帰りの際にオリジナル菓子プレゼント、手荷物無料宅配
サービス

1日 1室をご用意（5日前まで）、チェックアウト時間の延
長 11：30 まで、お抹茶サービス、夕食時にグラスワイン 1
杯と季節料理 ( 月替わり )1 品、手荷物無料宅配サービス

1 日 1 室をご用意（7 日前まで）、チェックアウト時間の
延長 11：30 まで、ウェルカムフルーツ、手荷物無料宅配
サービス

1日 1室をご用意（7日前まで）、対象のお部屋の料金をご
優待、ウェルカムシャンパン、エステ 10％OFF、手荷物無
料宅配サービス（1 組様 1 回のご宿泊につき 1 個まで）

アーリーチェクイン 14：30、1室 1本、シャンパンフルボ
トルをウェルカムドリンクとしてご用意、エステサロン
の90分コースご利用の方はトリートメント時のオイルを
「スイス製 アタノール オーガニックオイル（通常 2,000 円
相当分）を使用、手荷物無料宅配サービス

1日 1室をご用意（平日／休日：宿泊日 5日前／休前日：宿
泊日 7日前同曜日）、対象のお部屋の料金をご優待、チェッ
クアウト時間の延長 12：30 まで、日本酒、海石榴（小）
180ml、1 人 1本付（又はソフトドリンク／事前連絡要）、
手荷物無料宅配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、エステ全コース2,000円引
き（前日迄の事前予約制で15時～17 時のスタートに限り
ます）、バスアメニティ（Ferragamo）特典付き

対象のお部屋の料金をご優待、エステ全コース 2,000 円引
き（前日迄の事前予約制で 15時～17時のスタートに限り
ます）、天然素材のジェラート  トゥロワムスカテール付き

1日 1室をご用意（8日前まで）、チェックアウト時間の延
長12：00 まで、グラスシャンパンサービス、手荷物無料宅
配サービス

2020/4/28～5/5、7/23～25、
8/8～15、9/19～21、
12/30～2021/1/2

2020/4/25～5/5、8/8～15、
12/26～2021/1/2

なし

2020/4/1～5/9、5/13～14、
5/20～21、5/27～28、6/3～4、
6/10～11、6/17～18、6/24～25、
7/1～2、7/8～9、7/15～16、
7/29～30、8/26～27、9/2～3、
9/9～10、9/16～17、11/25～26、
12/2～3、12/9～10、12/16～17、
12/26～2021/1/7、1/13～14、
1/20～21、1/27～28、2/3～4、
2/17～18、2/24～25、3/3～4、
3/10～11、3/17～18、3/24～25

2020/4/7～8、4/29～5/5、
7/22～26、8/7～17、9/3～4、
9/18～22、11/21～23、
12/16、12/26～2021/1/4、
1/9～10

2020/4/11、5/3 ～ 5、
5/23～24、6/6、8/13～15、
12/30～2021/1/3

2020/5/2～5、8/9～15、
12/26～2021/1/3

2020/4/1～2、4/5～8、4/11～13、
4/15～16、4/19、4/23、4/25、
4/28～30、5/1～5、5/12～15、
5/17～18、5/21～22、5/26、
8/5、8/14～16、10/6、12/8、
12/15、12/22、12/26 ～ 2021/1/3、
2/28、3/1、3/14～15

なし

1階ダブル（53㎡）、2階ツイン（59㎡）、
2階コーナーツイン（63㎡）、
松の間（112㎡）

THE HIRAMATSU 
HOTELS & RESORTS 賢島

2020/4/28～5/5、8/10～15、
12/28～2021/1/4

2020/4/28 ～ 5/5、8/10～15、
12/28～2021/1/4

本棟ツイン（50～ 55㎡）、
別棟ツイン（60～ 63㎡）、
別棟ダブル（60～ 63㎡）

静岡県熱海市THE HIRAMATSU 
HOTELS & RESORTS 熱海  

三重県志摩市

対象のお部屋の料金をご優待、チェックアウト時間の延長
12：00 まで、ホテルブティックのオリジナル商品を 10％
オフ、手荷物無料宅配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、チェックアウト時間の延長
12：00 まで、ホテルブティックのオリジナル商品を 10％
オフ、手荷物無料宅配サービス

旅館

ホテル名 所在地 宿泊特典 特典除外日お部屋タイプ

リゾートホテル

ホテル名 所在地 宿泊特典 特典除外日お部屋タイプ

2020/4/28 ～ 5/5、8/10 ～15、
12/28 ～ 2021/1/3

1 階 /3 階デラックスツイン（69㎡）、
3階スーペリアツイン（49㎡）、
3階スイート（69㎡）、
3階エグゼクティブスイート（82㎡）、
レジデンス コンフォートツイン（61～ 64 ㎡）、
レジデンス ジュニアスイート・
プレジデンシャルスイート（81～ 98 ㎡）

神奈川県足柄下郡THE HIRAMATSU 
HOTELS & RESORTS 仙石原  

対象のお部屋の料金をご優待、チェックアウト時間の延長
12：00 まで、ホテルブティックのオリジナル商品を10％
オフ、手荷物無料宅配サービス



2020/4/28～5/7、8/10～19、
12/24～2021/1/9

和洋室（90㎡）
※未就学児のお子様のご宿泊は
    ご遠慮いただいております。

べにや　無何有（むかゆう） 石川県加賀市 チェックアウト時間の延長 11：30 まで、ウェルカムドリン
ク、お茶席、手荷物無料宅配サービス

かよう亭

日本の宿 ひだ高山 倭乃里

ぎおん畑中

すみや亀峰菴

有馬山叢　御所別墅

由布院　玉の湯

別邸　音信（おとずれ）

別邸 朧月夜

里の湯　和らく 熊本県阿蘇郡

石川県加賀市

2020/4/14、8/8～15、10/9、
12/31～2021/1/3

2020/12/31～2021/1/2

岐阜県高山市

和室（12.5 畳＋4.5 畳）、
和室東山（14.5 畳＋4.5 畳）、
和洋室（12.5 畳＋ツイン）、
露天風呂付和室（10畳＋3畳）

101号室又は 404号室（50㎡）

離れ（80～ 110㎡）

京都府京都市東山区

温泉掛け流し露天風呂付き客室
「亀峰菴」（68㎡タイプ）京都府亀岡市

サーマルルーム  メゾネット（100㎡）兵庫県神戸市北区

大分県由布市
和洋室（10 畳＋10 畳）、
和洋室（10 畳＋8 畳リビング）、
和洋室（12 畳＋10 畳リビング）、
和洋室（10 畳＋8 畳）

山口県長門市

Aタイプ（114㎡）、B／ Cタイプ（107㎡）、
Dタイプ（141㎡）、Eタイプ（90㎡）、
F／ Gタイプ（69㎡）
※小学生以下のお子様のご宿泊は
    ご遠慮いただいております。

半露天風呂付和室（26 ㎡＋7 畳半）、
半露天風呂付洋室（60 ㎡）、
半露天風呂付和洋室（53 ㎡＋4 畳半）
※小学生以下のお子様のご宿泊は
    ご遠慮いただいております。

和洋室露天風呂付（2階又は 3階／ 78㎡）
※小学生以下のお子様のご宿泊は
    ご遠慮いただいております。

愛媛県松山市

かよう亭お茶漬け昆布プレゼント（1滞在につき 1 つ）、
手荷物無料宅配サービス

対象のお部屋の料金をご優待、アーリーチェックイン
14：00、手荷物無料宅配サービス

1日 1室をご用意（14日前まで）、対象のお部屋の料金を
ご優待、ちりめん山椒・しいたけ昆布のいずれか（お一人
様１滞在につき１つプレゼント）、夕食時、畑中オリジナ
ル冷酒またはスパークリングワインをサービス、チェック
イン時の状況によりレイトチェックアウト 11：30 まで、
手荷物無料宅配サービス

1 日 1 室をご用意（7日前まで）、対象のお部屋の料金を
ご優待、チェックアウト時間の延長 12：00 まで、スパト
リートメント 20％オフ（要予約：5 日前まで）、2 泊以上で、
特製ランチまたはフルーツサービス、予約時に空室があ
れば100㎡タイプの部屋にアップグレード、手荷物無料
宅配サービス

1 日 1 室をご用意（7日前まで）、対象のお部屋の料金をご
優待、夕食時にグラスシャンパンサービス、アーリーチェッ
クイン 13：00、手荷物無料宅配サービス

チェックアウト時間の延長 13：00まで、オリジナル
コーヒー、手荷物無料宅配サービス

ウェルカムフルーツのご提供、 The OTOZURE Bar にてフ
リードリンクご提供、記念日プレゼント  （該当日より１週間
前後のご利用限定）、手荷物無料宅配サービス

チェックアウト時間の延長 11：30 まで、オリジナル冷酒を
ご用意、道後温泉本館神の湯階下入浴券 をご用意、手荷物
無料宅配サービス

チェックアウト時間の延長 11：30まで、アーリーチェック
イン 14：30、スペシャルワイン 2 人で 1 本サービス（連泊
の場合 1泊目のみ）、手荷物無料宅配サービス

2020/4/4、4/11、4/18、
4/28～29、5/15～16、
5/30、6/10、6/13、6/18、6/20、
6/27、7/6～7、7/18、7/22、
7/25、8/1、8/8～9、8/15、
12/31～2021/1/3

2020/4/29～5/5、
12/26～2021/1/5

2020/12/29～2021/1/3

庭園の宿　石亭 広島県廿日市市
連舞（42㎡）、芭蕉（74㎡）、夕凪（88㎡）、
安庵（98㎡）、苔石（58㎡）、肱山（76㎡）、
老松（78㎡）、游遷（94㎡）、抱月（82㎡）、
聖山（92㎡）

平日のみ対象のお部屋の料金をご優待、食前もしくは
食後にグラス 1 杯サービス（ワイン又は地酒）、石亭旬
オリジナルの一品サービス、手荷物無料宅配サービス

土曜日・祝前日
2020/4/28～5/6、7/6～8、
8/7～15、12/25～2021/1/7

なし

2020/5/2～5、9/19～21、
12/29～2021/1/3

2020/5/1～5、8/13～15、
12/28～2021/1/3

2020/12/31～2021/1/3

旅館

ホテル名 所在地 宿泊特典 特典除外日お部屋タイプ

あたみ石亭   別邸　
桜岡茶寮 なし

なし

なし

2020/5/3～5、8/13～15、
12/31～2021/1/3

露天風呂付き客室（8＋6畳）

コンフォートスイートツイン（62～ 73㎡）

萌葱（116 ㎡）、雨月（89㎡）、浅葱（75㎡）、
撫子（97㎡）、満天星（80㎡）、萩（105 ㎡）、
離れ天鼓（220 ㎡）
※6歳以下のお子様のご宿泊は
　ご遠慮いただいております。

遊魚亭 - 石の半露天風呂付客室（66㎡）

熱海ふふ

あさば

柳生の庄

静岡県熱海市

静岡県熱海市

静岡県伊豆市

静岡県伊豆市

1日 1 室をご用意（3 日前まで）、チェックアウト時間の延
長 12：00 まで、オリジナル和菓子のお土産を１組に一つプ
レゼント、夕食時、コース以外に調理長より一品サービス、
ウェルカムフルーツをご用意、手荷物無料宅配サービス

1日 1室をご用意（7日前まで）、チェックアウト時間の延
長 12：00 まで、ご夕食時のファーストドリンク、スパトリー
トメント20％OFF、手荷物無料宅配サービス

レイトチェックアウト 12：00 まで、地酒純米吟醸酒「萬
耀一合」のご用意、手荷物無料宅配サービス

1 日 1室をご用意（7 日前まで）、チェックアウト時間の延
長 12：00、シャンパンハーフボトル 1 本サービス、手荷物
無料宅配サービス

プレシャススイートツイン（60～ 73㎡）

2020/4/1～25、4/28～5/1、
5/12、5/14～22、5/24～25、
5/27、5/29 ～ 30、6/3、6/13～14、
6/20、6/30、7/4、7/23、9/12、
9/19～20、10/10、10/31、11/7、
11/19～20、11/24、12/5、
12/14～15、12/23、12/29、
12/31～2021/1/3

2020/4/1 ～ 5/1

露天風呂および内風呂付き
「月タイプ」（98㎡）神奈川県足柄下郡箱根吟遊

神奈川県足柄下郡箱根・翠松園
（すいしょうえん）

1日1室をご用意（3日前まで）、チェックアウト時間の延
長 12：00 まで、手荷物無料宅配サービス

1日 1室をご用意（7日前まで）、チェックアウト時間の延
長 12：00 まで、ご夕食時のファーストドリンク、スパトリー
トメント 20％OFF、手荷物無料宅配サービス


