「Best Vacations」特典対象施設一覧
施設名
ザ・ウィンザー ホテル
洞爺リゾート＆スパ

THE HIRAMATSU
軽井沢 御代田

所在地

北海道虻田郡

⻑野県北佐久郡

対象期間

お部屋タイプ
ジュニアスイート（58 ㎡）海側
ジュニアスイート（58 ㎡）湖側

年

（木）〜

年

宿泊特典

（金）まで

特典除外日

海側を 1 日 1 室をご用意（ 8 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

4/1-4/23, 12/30-31

を10 % オフ（3 日前までに要予約）

デラックスツイン（79-85㎡）、ジュニアスイート (98-106㎡ ）、

対象のお部屋の料金をご優待

御代田スイート（117㎡）、ザ・ひらまつスイート（132㎡）、

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（満室時はお受けで 4/28-5/9, 7/22-7/25,

ヴィラスイート（122㎡）テラスヴィラスイート（122㎡）、

きない場合があります）

ドックヴィラスイート（122㎡）

ホテルブティックのオリジナル商品を10％ オフ

8/7-8/15. 12/29-12/31

ゲストルームツイン（56 ㎡）、マウンテンビューツインルーム 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

ハイアット リージェンシー
箱根 リゾート＆スパ

（56 ㎡）、デラックスツイン＆タタミルーム（67 ㎡）、デラ 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

神奈川県足柄下郡

ックスツインルーム（73 ㎡）、リージェンシースイートツイン トラン「ダイニングルーム」にて）、スパ IZUMI にて、90 分
＆タタミ（88㎡） 、リージェンシースイートツイン（82㎡）、 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
リージェンシーエグゼクティブスイートツイン（93㎡）

5/1-5/4, 7/22-7/24,
8/7-8/15, 12/29-12/31

（ラベンターとローズ）をセットでプレゼント

本館1 階/3 階デラックスツイン（69 ㎡）、本館3 階スーペリアツイン 対象のお部屋の料金をご優待

THE HIRAMATSU
HOTELS & RESORTS 仙石原

神奈川県足柄下郡

（49 ㎡）、本館3 階スイート（69 ㎡）、本館3 階エグゼクティブスイ チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（満室時はお受けで 4/28-5/9, 7/22-7/25,
ート（82 ㎡）、レジデンス コンフォートツイン（61 - 64 ㎡）、

きない場合があります）

8/7-8/15, 12/29-12/31

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 ㎡）ホテルブティックのオリジナル商品を10％ オフ

THE HIRAMATSU
HOTELS & RESORTS 熱海

静岡県熱海市

1階ダブル（53㎡）
、1階ツイン(57㎡)

対象のお部屋の料金をご優待

1階コーナーツイン（72 ㎡）
、2階ツイン（59 ㎡）

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（満室時はお受けで 4/28-5/9, 7/22-7/25,

2階コーナーツイン（63 ㎡）
、

きない場合があります）

梅の間（141㎡）、松の間（112 ㎡）

ホテルブティックのオリジナル商品を10％ オフ

8/7-8/15, 12/29-12/31

対象のお部屋の料金をご優待

THE HIRAMATSU
HOTELS & RESORTS 賢島

三重県志摩市

本棟ツイン（50-55 ㎡）
別棟エグゼクティブダブルまたはツイン（60-63 ㎡+テラス）

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（満室時はお受けで 4/28-5/9, 7/22-7/25,
きない場合があります）

8/7-8/15, 12/29-12/31

ホテルブティックのオリジナル商品を10％ オフ

スーペリアスイートキングまたはツイン（100 ㎡）

志摩観光ホテルベイスイート 三重県志摩市

FUTON スイート（100 ㎡）
コーナースイートキングまたはツイン（110 ㎡）
※ベイスイートのレストランは小学生以上からご利用可

スーペリア（54㎡）、デラックス（60㎡）

THE HIRAMATSU 京都

京都府京都市

デラックスプレミア（72-77㎡）、ジュニアスイート（87㎡）
ザ・ひらまつスイート（104㎡）

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）

6/11, 12/31

夕食時のファーストドリンクサービス

対象のお部屋の料金をご優待
チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（満室時はお受けで 4/28-5/9, 7/22-7/25,
きない場合があります）

8/7-8/15, 12/29-12/31

ホテルブティックのオリジナル商品を10％ オフ
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

サンカラ ホテル＆スパ
屋久島

鹿児島県熊毛郡

サンカラ・ジュニア・スイート（71㎡）

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

サンドラ・ヴィラ 1 階または 2 階（53㎡）

可能、ご予約状況によりチェックアウト時間の延⻑（17：00 ま

※13 歳以上からのご利用となります

で）、当日の空室状況によりお部屋タイプのアップグレード及

8/28-31, 11/14-16,
11/18-19

び、アーリーチェックイン

百名伽藍

沖縄県南城市

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

1 日 1 室をご用意（15 日前まで）、チェックアウト時間の延⻑
12：00 まで、ご夕食時のワンドリンクサービス（ビール・泡

対象のお部屋の料金をご優待、オリジナルギフト（ 1 室 1 個）

ザ・ナハテラス

沖縄県那覇市

クラブツインまたはキング（35㎡）

チェックアウト時間の延⻑ 13：00 まで（除外日あり）

エグゼクティブスイート（50㎡）

ホテルクレジット（1名様につき3,000円/連泊の場合1名様につき
1滞在5,000円）

ジ・アッタテラスクラブ
タワーズ

沖縄県国頭郡

4/29-5/10, 12/28~31

盛・ソフトドリンク）

クラブデラックス（52㎡）

対象のお部屋の料金をご優待、オリジナルギフト（ 1 室 1 個）

クラブラグジュアリー（57㎡）

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（除外日あり）

プレミアガーデン（76-83㎡）

ホテルクレジット（1名様につき3,000円/連泊の場合1名様につき

※16歳以上からのご利用となります

1滞在5,000円）

※レイトチェックアウト
除外日 4/28-5/5, 7/2224, 8/7-14, 12/29-31

※レイトチェックアウト
除外日 4/28-5/5, 7/228/31, 12/29-31

4/28-5/5, 8/7-8/15,

オリエンタルヒルズ沖縄

沖縄県国頭郡

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

対象のお部屋の料金をご優待
チェックアウト時間の延⻑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

12/28-12/31
※レイトチェックアウト
除外日（4/12-4/21,
4/24, 4/27-5/5, 6/259/30, 12/28-12/31）

プレミアムダブル ツイン/ダブル（53㎡-62㎡）

THE HIRAMATSU
HOTELS & RESORTS 宜野座

エグゼクティブツイン/ダブル（55㎡-61㎡）

沖縄県国頭郡

ヴィラスイート 1F/2F（70㎡)
ヴィラエグゼクティブ（75㎡）
プール付きヴィラスイート（84㎡-93㎡）

対象のお部屋の料金をご優待

4/28-5/9, 7/22-7/25,

ホテルブティックのオリジナル商品を10％ オフ

8/7-8/15, 12/29-12/31

ザ・テラスクラブ
アットブセナ

沖縄県名護市

クラブデラックスサンセット（54 ㎡）

対象のお部屋の料金をご優待、オリジナルギフト（ 1 室 1 個）

クラブデラックスオーシャン（54 ㎡）

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（除外日あり）

クラブデラックス オーシャン2ベッドルーム（83㎡）

ホテルクレジット（1名様につき3,000円/連泊の場合1名様につき

※13 歳以上からのご利用となります。

1滞在5,000円）

※レイトチェックアウト
除外日 4/28-5/5, 7/2224, 8/7-14, 12/29-31

デラックスエレガント（43 ㎡）、 メゾネットガーデンビュー

ザ・ブセナテラス

沖縄県名護市

（64㎡）、メゾネットオーシャンビュー（64㎡）、ガゼボテラ

対象のお部屋の料金をご優待、オリジナルギフト（ 1 室 1 個）

ス（72 ㎡）、クラブフロアデラックスエレガント（43

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（除外日あり）

㎡）、クラブコテージラグジュリアススイート（66 ㎡）

ホテルクレジット（1名様につき3,000円/連泊の場合1名様につき

※メゾネットタイプは6歳以上から、クラブコテージは13歳以上 1滞在5,000円）

※レイトチェックアウト
除外日 4/28-5/5, 7/2224, 8/7-14, 12/29-31

からのご利用となります。

ジ・ウザテラス
ビーチクラブヴィラズ

沖縄県中頭郡

クラブプールヴィラ 1 ベッドルーム（室内 88 ㎡＋プー

対象のお部屋の料金をご優待、オリジナルギフト（ 1 室 1 個）

ル）、 クラブプールヴィラ 2 ベッドルーム（室内 137 ㎡

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで（除外日あり）

＋プール）、 プレミアムヴィラ2ベッドルーム（室内 137

ホテルクレジット（1名様につき3,000円/連泊の場合1名様につき

㎡＋プール）

1滞在5,000円）

※レイトチェックアウト
除外日 4/28-5/5, 7/2224, 8/7-14, 12/29-31

スイートヴィラベイフロント 1 ベッドルーム（室内 89㎡＋
プール）、スイートヴィラベイフロントトリートメントル

ザ シギラ

沖縄県宮古島市

ーム（室内 89 ㎡＋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

お部屋に琉球菓子セット、泡盛ハーフボトルを 1 本ご用意

なし

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）

シギラベイサイドスイート
アラマンダ

ジャグジースイート（屋内 60㎡＋テラス）

沖縄県宮古島市

プールヴィララグーンスイート（屋内 60 ㎡＋プール）
プールヴィラロイヤルスイート（屋内 90 ㎡＋プール）

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⻑ 12：00 まで（満室時
はお受けできない場合があります）、当日の空室状況に

なし

より客室アップグレード

●ベイサイド（タワー棟）
スーペリアルーム（屋内 51㎡）
デラックスルーム（屋内 64㎡）

ホテル シギラ ミラージュ

沖縄県宮古島市

対象のお部屋の料金をご優待、チェックアウト時間の延⻑

ジュニアスイート（屋内 67㎡）

12：00 まで（満室時はお受けできない場合があります）

●ベイサイド ミラージュフロア

ベイサイドにご宿泊のお客様、滞在中1回ザ クラブラウン

プレミアスイート（屋内 96㎡）

ジへご招待（※ミラージュフロア、ヒルサイドのお客様は

プレジデンシャルスイート（屋内 101㎡＋テラス）

元々特典に含まれております。）

●ヒルサイド（ヴィラタイプ）

ベイサイドにご宿泊のお客様、6階以上のお部屋確約

プールヴィラ スイート1F （屋内 61㎡＋テラス）
プールヴィラスイートメゾネット（屋内 69㎡＋テラス）

なし

