
 

 
 

施設名 所在地 お部屋タイプ 宿泊特典 特典除外日 

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 

対象のお部屋の料金をご優待 
ウェルカムドリンク 
夕食時ワインフルボトルまたはお土産付き 

なし 

望楼 NOGUCHI 函館 北海道函館市 SUITE（120 ㎡） 
館内 BAR にてワンドリンク（大人１名様につき） 
館内スパ割引（10％） 

なし 

山人 -yamado- 岩手県和賀郡 

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 ㎡） 
※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 

チェックアウト時間の延⻑ 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）、ご夕食中のお飲み物のコースを
「グラスインクルードコース」へ 

休前日, 4/28-5/4,  
8/7-8/15, 12/29-12/31 

角館山荘 侘桜 秋田県仙北市 半露天風呂付 和洋室（70 ㎡） 
※一部の客室は中学生以上のお子様からご利用可能です 

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで、スパトリートメント
（マッサージ・エステ）を 20％オフ（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 

8/28 

ふふ日光 栃木県日光市 

スタイリッシュスイート(57㎡)、プレミアムスイート(71㎡)、
コンフォートスイート(71㎡)、プレシャススイート(66㎡)、 
ふふラグジュアリーコーナースイート(76㎡)、ふふラグジュア
リープレミアムスイート(140㎡) 

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで 
ご夕食時のファーストドリンク 
ふふ日光オリジナルお持たせ（１滞在１部屋におひとつ） 

なし 

⻤怒川金⾕ホテル 栃木県日光市 グレードアップ和室（露天風呂付／ 66 ㎡） チェックアウト時間の延⻑ 11：30 まで、ウェルカムフルーツ 

4/12-14, 4/29-5/4,  
7/22-24, 8/7-8/15,  
9/18-19, 10/9-10,  
11/20-11/22, 12/26-31 

別邸 仙寿庵 群馬県利根郡 

露天風呂付客室 和室Ａ/Bタイプ 
（本間 12.5 畳+広緑+源泉かけ流しの専用露天風呂） 
露天風呂付客室 和洋室 
（洋室40㎡＋和室8畳+源泉かけ流しの専用露天風呂） 

対象のお部屋の料金をご優待、ウェルカムシャンパン 5/3-5, 8/13-15, 12/31 

ふふ河口湖 山梨県南都留郡 梢プレシャススイート（59.8-63.8㎡） 
チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで 
ご夕食時のファーストドリンク 
ふふ河口湖オリジナルお持たせ（１滞在１部屋におひとつ） 

なし 

箱根・翠松園 
（すいしょうえん） 

神奈川県足柄下郡 プレシャススイートツイン（60-73 ㎡） 

1 日 1 室をご用意（8日前まで） 
チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで 
ご夕食時のファーストドリンク 
スパトリートメント 10％オフ 

なし 

強羅花壇 神奈川県足柄下郡 

離れ貴賓室「花香」、離れ貴賓室「残月」 
露天岩風呂付貴賓室「葵」 

露天石風呂付貴賓室「藤/梅」 
スチームサウナ・ジャグジー付貴賓室 
バルコニー付貴賓室（半展望檜風呂付） 
展望円形檜風呂付貴賓室「山吹/鈴蘭」 
展望円形檜風呂付貴賓室「百合」（ベッド付き） 
展望檜風呂付貴賓室「夕顔」 
展望檜風呂付貴賓室「あじさい/りんどう」 

グラスシャンパンサービス 
5/1-5/5, 8/14-8/16,  
12/28-12/31 

箱根吟遊 神奈川県足柄下郡 露天風呂および内風呂付き 
「月タイプ」（100 ㎡） 

1 日 1 室をご用意（4 日前まで） 
チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで 
ラウンジにてワンドリンクサービス 
スパトリートメント15％オフ 

5/15, 29 ,30 
6/22, 26, 7/3, 22 
10/30, 11/18-19,27, 
12/13-14,31 

海石榴（つばき） 神奈川県足柄下郡 和洋室露天風呂付（70 ㎡） 

1 日 1 室をご用意（休前日：8日前まで/平日・休日：6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
延⻑ 12：30 まで、日本酒 海石榴（小） 180ml  1 人 1 本付
（ソフトドリンクに変更希望の場合は事前連絡要） 

4/28-4/29, 5/2-5/5,  
8/11-8/15, 12/31 

奥湯河原 離れ秀邑 
  -HOMURA- 

神奈川県足柄下郡 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。 

対象のお部屋の料金をご優待、バスアメニティ（RITUALS）特
典付き、チェックアウト時間の延⻑ 11：00まで、ご到着時の
お茶菓子のご提供、冷蔵庫内フリードリンクサービス 

4/29-5/9, 8/7-16,  
12/29-12/31 

奥湯河原 離れ紫葉 
-SHIYO- 

神奈川県足柄下郡 

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。 

対象のお部屋の料金をご優待 
季節のジェラート 
ご到着時のお菓子のご提供 
冷蔵庫内フリードリンクサービス 

4/29-5/9, 8/7-16,  
12/29-12/31 

あたみ石亭 別邸桜岡茶寮 静岡県熱海市 露天風呂付き客室（8＋6 畳） 

1 日 1 室をご用意（4 日前まで）、オリジナル和菓子のお土産
を１組に一つプレゼント、冷蔵庫内無料（追加分より料金がかか
ります）、夕食時コース以外に調理⻑より一品サービス（3日前ま
でに要予約）、スパ（エステ）10％オフ 

12/31 

ふふ熱海 静岡県熱海市 コンフォートスイートツイン（62-73 ㎡） 

1 日 1 室をご用意（ 8 日前まで） 
チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで 
ご夕食時のファーストドリンク 
スパトリートメント10％オフ 

なし 
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ATAMI せかいえ 静岡県熱海市 

●せかいえ棟 
オーシャンビュースーペリア（48㎡） 
オーシャンビュースイート（78㎡） 
●せかいえ 月の道棟 
オーシャンビュープレミアム月の道（58㎡）、オーシャンビュ
ースイート月の道（78㎡）、オーシャンビューペントハウス雲
の波（123㎡）、オーシャンビューペントハウス月の道（147
㎡）※月の道棟は6歳以上からのご利用となります。 

チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで 
（※ペントハウスは延⻑13：00まで） 
ご夕食時のファーストドリンク 
館内のパーソナルコンディショニング10％オフ 

なし 

あさば 静岡県伊豆市 萌葱（116 ㎡）、離れ天鼓（220 ㎡※テラス含む） 
※7歳以上からのご利用となります。 

レイトチェックアウト 12：00 まで（通常11:30） 
地酒純米吟醸酒「萬燿一合」のご用意 

なし 

柳生の庄 静岡県伊豆市 

遊魚亭 - 石の半露天風呂付客室（66㎡） 
一樹 - 石の露天風呂付客室（119㎡） 
上弦 - 檜の半露天風呂付客室（90㎡） 
初雁 - 檜の半露天風呂付客室（90㎡） 

花の舞酒造「かすみの梅酒」（500ｍｌ）1本サービス 
※連泊の場合、2泊目は花の舞酒造「日本刀（かたな）」
（720ｍｌ）1本サービス 

5/3-5, 8/13-15, 12/31 

かよう亭 石川県加賀市 

和室（12.5＋4.5畳）、和室(12.5畳＋ベッド２台） 
露天風呂付き和室 （10＋３畳） 
露天風呂付古九⾕ (12.5＋4.5畳) 
和室東山 （14.5＋4.5畳） 

ご夕食時のワンドリンク 12/31 

べにや 無何有（むかゆう）石川県加賀市 

露天風呂付き和室（65-70 ㎡） 
露天風呂付き洋室（60㎡） 
露天風呂付き和洋室（90 ㎡） 
特別室 若紫/白緑（110㎡） 
※小学生以上からのご利用となります。 

チェックアウト時間の延⻑ 11：30 まで（通常11：00） 
ウェルカムドリンク、デザートプレートのご用意、 
お茶席をご用意（お茶席が提供できない場合は、ご希望によりお
部屋へお抹茶をご用意いたします） 

4/28-5/8, 7/21-7/25,  
8/7-8/16, 9/18-9/20,  
12/24-12/31 

すみや⻲峰菴 京都府⻲岡市 温泉掛け流し露天風呂付き客室 
「⻲峰菴」（68㎡タイプ） 

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、チェックアウト時間の延⻑ 12：00 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 

休館日 

ふふ奈良 奈良県奈良市 プレミアムコーナースイート（74.4-83.7㎡） 
チェックアウト時間の延⻑ 12：00 まで 
ご夕食時のファーストドリンク 
ふふ奈良オリジナルお持たせ（１滞在１部屋におひとつ） 

なし 

有馬山叢 御所別墅 兵庫県神⼾市北区 サーマルルーム メゾネット（100 ㎡） 

1 日 1 室をご用意（8 日前まで※土曜・休前日除く） 
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 
13：00からのアーリーチェックイン (通常15：00) 

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

庭園の宿 石亭 広島県廿日市市 芭蕉（74 ㎡）、夕凪（88 ㎡）、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 

土曜・祝前日,  
4/28-5/6, 7/6-8,  
8/7-15, 12/25-31 

由布院 玉の湯 大分県由布市 
和洋室（10 畳＋8 畳）、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） 
※一部のお部屋は小学生以上のお子様からご利用となります。 

チェックアウト時間の延⻑ 13：00 まで(通常12：00） 
ご夕食時お一人様ワンドリンク 
出発時にお土産（オリジナルコーヒー）をプレゼント 

休館日, 4/12-13,  
5/11-12, 6/28-7/9,  
9/13-14 


