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■利用範囲

①【岐阜県教職員互助組合】の組合員本人 ②【岐阜県教職員互助組合】の組合員本人の同居家族
※申込者は、組合員本人とさせていただきます。

※①または②に該当する方が利用代表者となります。同伴可能な範囲については、「④利用者範囲」を参照してください。

■利用可能施設

●エクシブ・グランドエクシブ
那須白河(本館・ロッジ)／山中湖(本館)／軽井沢(本館・パセオ)／蓼科／箱根離宮／初島クラブ

伊豆／浜名湖／鳥羽(本館・アネックス・別邸)／琵琶湖／京都 八瀬離宮／白浜(本館・アネックス)／有馬離宮

／淡路島／鳴門(本館・ロッジ)／湯河原離宮

●リゾーピア・サンメンバーズ
箱根／熱海／久美浜／別府／ひるがの／京都嵯峨／神戸

●サンメンバーズシティホテル
東京新宿／東京新橋／名古屋錦／大阪梅田／鹿児島

●トラスティ（シティ 一般ホテル）

東京ベイサイド／金沢香林坊／名古屋（伏見）／名古屋栄／名古屋白川／心斎橋／大阪阿倍野／神戸旧居留地

■申し込み方法（エクシブ・リゾーピア・サンメンバーズ・トラスティ施設共通）

●申し込み受付時期

ご予約は専用のＦＡＸ申込用紙にて受付します。
お申し込みは1年前の同日より受付いたしますが、ご予約の確定・ご回答はエクシブ施設は1ヶ月前の同日、
リゾーピア、サンメンバーズ、トラスティ施設は、即日（予約センター営業日の3日以内）となります。

●申し込みの流れ

　

①利用者（申込者）より、予約申込書に記入の上、リゾートトラスト㈱へ直接ＦＡＸで申し込み
②リゾートトラスト㈱より直接利用者（申込者）へＦＡＸにて返信

●インターネットでの申し込み
※ご利用方法は、②インターネット予約 をご参照ください。
　 ただし、インターネット予約は、ご利用日の1ヶ月前からとなります。　

■キャンセルについて

リゾーピア・サンメンバーズ施設は7日前より、特別営業期間（4/29～5/5・7/25～8/20・12/30～1/5）については
14日前よりキャンセル料が発生します。また、トラスティ施設は前々日よりキャンセル料が発生します。
エクシブ施設はキャンセル料が発生しませんが、互助組合で契約している365室の宿泊権利数からキャンセルした
室数が差し引かれますのでご注意ください。リゾーピア・サンメンバーズ施設のキャンセルも同様に宿泊権利数から
差し引かれますのでご注意ください。
キャンセルについては直接リゾートトラスト㈱へご連絡をお願いします。
●リゾーピア・サンメンバーズ施設のキャンセル料率
【通常期間（特別営業期間以外）】　※室料・夕食代金に対してかかります。 【特別営業期間】 ※1泊2食料金に対してかかります

●トラスティ施設のキャンセル料率

■施設・利用に関するお問合せ

リゾートトラスト株式会社　マイリゾートプラン予約センター　ＴＥＬ：052-218-8644　（月～金曜日 9：00～17：00）

当日 無断ｷｬﾝｾﾙ7～3日前 前々日 前日 当日 無断ｷｬﾝｾﾙ

10% 20% 30% 50%

14～8日前 7～3日前 前々日 前日

100% 100%
夕食代金 なし 10% 20% 80% 100%

室料 室料100％

無断ｷｬﾝｾﾙ

10% 20% 80% 100%

前々日 前日 当日

利用者 リゾートトラスト

②

①

① 利用案内 （※当互助組合全体で365室の権利ですので、上限に達した場合は利用ができなくなります。）



● インターネット予約は、ご利用日の1ヶ月前からとなります。

● 専用予約webサイトの予約方法

① 法人用インターネット予約システム｜リゾートトラスト株式会社

もしくは

http://reserve.resort.co.jp/reservation/CMC/co_top.html

② 画面右上部「ご予約はこちらから」に ③ ページ最下部「施設のご予約はこちらから」

「ログインＩＤ」、「パスワード」を入力し、ログイン をクリック

ログインＩＤ

パスワード

※パスワードは、各所属所に通知済みです。平成30年6月から変更予定

④ 各施設の画像下部の「ご予約」または

ページ左部「空室状況」をクリック

（推奨は「ご予約」から）

どちらを選んでも、次にＳＳＬ（暗号化）の

対応or非対応を選択する画面になるため

「SSL対応」をクリック

クリック

クリック

＜取扱注意＞
第三者への開示禁止
半角で入力

② インターネット予約方法

「空室状況」を選択
→全施設を表示

各ホテルの下部の「ご予約」を選択
→選択した単施設のみ表示

⑤ 利用施設、利用希望日の該当箇所をクリック



⑥ 施設利用申請書の入力フォームが表示されるため、必要事項を入力し、最下部「次へ」をクリック

（必須項目（※）の入力漏れがあると予約申請が完了できませんのでご注意ください）

⑦ 予約申請内容を確認し、「送信」をクリックすれば完了

予約センターの翌営業日以内に予約成立の可否がメールもしくはＦＡＸで回答されます

レストラン予約に関して
※「する」場合・・・・「次へ」にて次画面で内容を入力
※「未定」の場合・・・「次へ」にて⑦へ

組合員本人の申し込みが必須
ご利用代表者は、組合員もしくは組合員の
家族の利用が必須となります。

システム都合上、ご予約結果ご連絡先の
欄内にあるＴＥＬは、必須項目です
原則「自宅」を選択し、ご自宅または携帯の
電話番号を入力ください
回答方法を必ずご選択ください
（Ｅ-ｍａｉｌまたはＦＡＸでの回答となります）



グランドエクシブ ゴルフ・スキー・マリンスポーツと従来の「エクシブ」による大規模総合リゾートシリーズ

・那須白河（本館・ロッジ）/福島県 ・浜名湖/静岡県

・初島クラブ/静岡県 ・鳥羽（本館・アネックス・別邸）/三重県

・鳴門（本館・ロッジ）/徳島県 ・軽井沢（本館・パセオ）/長野県

エクシブ 大規模で複数レストランや多彩なアクティビティを併せ持つホテルシリーズ

・京都 八瀬離宮/京都府 ・箱根離宮/神奈川県

・湯河原離宮/神奈川県 ・有馬離宮/兵庫県

・伊豆/静岡県 ・白浜（本館・アネックス）/和歌山県

・淡路島/兵庫県 ・山中湖/山梨県

・琵琶湖/滋賀県 ・蓼科/長野県

リゾーピア 日本の名湯で知られる場所に立地する温泉リゾートホテル。館内を浴衣でお過ごしいただけます。

・箱根/神奈川県 ・熱海/静岡県

・久美浜/京都府 ・別府/大分県

サンメンバーズ 観光拠点として使いやすい立地にある小・中規模ホテル。ビジネス利用としてもご活用できます。

・ひるがの/岐阜県　　　　　・京都嵯峨/京都府　　　　　・神戸/兵庫県

シティホテル 首都圏へのお出掛けに便利なシティホテル。ビジネス・観光に最適です。

・サンメンバーズシティ → 東京新宿/東京新橋/名古屋錦/大阪梅田/鹿児島

・トラスティ → 東京ベイサイド/金沢香林坊/名古屋（伏見）/名古屋栄/名古屋白川/心斎橋

　　　　　　　　　大阪阿倍野/神戸旧居留地

リゾートホテルをご利用する際の「利用者の範囲」については、以下の通りに取り決めております。

互助組合員もしくはそのご家族が同伴するご利用を原則とします。

1.申込者　→　組合員本人　　2.利用代表者 →　組合員または組合員と同居家族　　　3.利用者（同伴者）の範囲 → 以下の表のとおり

同伴可能範囲　　　　

　利用代表者の条件 互助組合員 同居家族 別居家族 親族 友人

　①互助組合員が利用代表者の場合 ● ○ ○ ○ ○

－ ● ○ ○ ○

●・・・利用代表者　○・・・同伴利用者　　－・・・利用しない

※組合員が利用する時は、組合員を利用代表者としてください。

※家族の定義・・・本人及び配偶者から見て２親等までの範囲に限ります。（縦の２親等に限る）

　　　　　　　　　（２親等までの「同居家族」は利用代表者となることが可能です。組合員が単身赴任の場合は同居とみなします。）

※親族の定義・・・本人及び配偶者から見て４親等までの範囲に限ります。

１　岐阜県教職員互助組合員は、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない

　　ものとする。

２　岐阜県教職員互助組合員は、本契約に基づき利用可能な施設を、自己の営利を図る目的をもって自ら利用し又は第三者に利用

　　させてはならないものとする。

３　岐阜県教職員互助組合員は、リゾートトラスト㈱の施設内にて刺青又は刺青と誤解を受けるもの等の全部、又は一部の露出を

　　してはならず、また、リゾートトラスト㈱の施設内にて刺青又は刺青と誤解を受けるもの等の全部、又は一部の露出をさせては

　　ならないものとする。

４　岐阜県教職員互助組合員は、リゾートトラスト㈱の施設内にて粗野又は乱暴な行為や言葉づかい、その他他人に迷惑を及ぼす

　　行為等をしてはならず、また、リゾートトラスト㈱の施設内にて粗野又は乱暴な行為や言葉づかい、その他他人に迷惑を及ぼす

　　行為等をさせてはならないものとする。

　　岐阜県教職員互助組合はリゾートトラスト㈱に対して、損害賠償を請求することはできないものとする。なお、リゾートトラスト㈱は

　　本契約の解除に代えて、または解除と共に、その損害の賠償を岐阜県教職員互助組合に対して請求することができるものとする。

５　リゾートトラスト㈱は、互助組合員及び利用者が本条に定める規定に違反した場合、本契約を解除することができるものとし、

同伴者

　②互助組合員の同居家族が利用代表者の場合

④ 利用者範囲

③ 利用施設

⑤ 禁止事項の条項



■エクシブ・グランドエクシブ ※料金は８％の税込価格です。

ホ　テ　ル　名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員 ホ　テ　ル　名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員

エクシブ那須白河
（一部ドギールームあり）

12,960円 和洋 5名 11,448円 和洋 4名

エクシブ山中湖 12,960円 和洋/(洋) 4～5名 12,960円 和洋 5名

エクシブ軽井沢 11,448円 和洋/(洋) 4～5名 エクシブ白浜 9,396円 洋 4名

13,716円 1ベッド 2名 エクシブ白浜アネックス 12,960円 和洋/(洋) 4～5名

16,308円 和洋 5名 9,396円 洋 2名

エクシブ蓼科 12,960円 和洋 5名 11,448円 和洋 5名

9,396円 洋 2名 12,960円 和洋 5名

16,308円 洋洋 4名 エクシブ鳴門 12,960円 和洋 5名

19,332円 洋洋/和洋 4～5名 13,716円 1ベッド和 2名

9,396円 和/洋 4名 14,688円 1ベッド洋 3名

10,368円 和洋 5名 16,740円 和洋 5名

エクシブ浜名湖 12,960円 和洋 5名 18,792円 和モダン 5名

9,396円 和洋/洋 3～5名 エクシブ京都 八瀬離宮 13,500円 和洋 5名

10,368円 コテージ和洋/洋 4～5名 13,716円 1ベッド洋 3名

11,340円 洋（リニューアル） 3名 14,688円 1ベッド和 2名

12,420円 和モダン（リニューアル） 5名 16,740円 1ベッド和/和モダン 2～5名

9,396円 洋 3名 19,872円 洋洋 4名

11,448円 洋 3名 12,960円 1ベッド和/洋 2名

14,256円 1ベッド座敷 2名 15,120円 和モダン 4名

15,336円 1ベッド座敷 2名 15,660円 和モダン 5名

16,416円 残月床 4名～5名

16,956円 残月床 4名～5名

■リゾーピア・サンメンバーズ

ホテル名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員 ホテル名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員

9,180円 本館・洋/和洋 3～5名 9,720円 洋ハリウッドツイン 3名

9,612円 強羅棟・洋 3名 10,800円 和モダンスタンダード/デラックス和洋 3～5名

10,044円 強羅棟・和洋 5名 12,960円 和モダンスーペリア 3名

11,556円 本館・デラックス和洋 5名 8,640円 スタンダード和洋 5名

12,096円 強羅棟・和モダン(ダブル) 2～3名 10,260円 和洋ハリウッドツイン 5名

14,688円 強羅棟・和モダンデラックス(ダブル) 5名 14,580円 和モダンデラックス 5名

16,308円 強羅棟・和モダンデラックス 5名 16,200円 和モダンラグジュアリー 5名

9,180円 和洋 5名 8,640円 スタンダード洋 2名

11,556円 デラックス和洋 5名 9,180円 スタンダード洋 3名

12,636円 デラックス和洋 5名 11,340円 和洋 4名

8,640円 スタンダード　洋/和洋 2～5名 14,688円 デラックス和洋 5名

11,016円 デラックス　和/和洋 5名 8,640円 スタンダード　ツイン/ダブル 2名

10,800円 スタンダードツイン 3名

12,636円 デラックスツイン 3名

サンメンバーズ神戸(1名料金） 4,320円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル 1～4名

■ザ･ロッジ ■ホテルトラスティ

ホテル名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員 利用料金/1室 タイプ

7,344円 シングル 1名 14,500円～ シングル

8,316円 ダブル 2名 30,000円～ ツイン

9,396円 ツイン 2名 14,000円～ シングル

12,960円 デラックスツイン 2名～3名 26,500円～ ツイン

22,248円 スウィートツイン 2名～4名 10,000円～ シングル

9,396円 ツイン 2名 20,000円～ ツイン

18,144円 和洋 4名 10,000円～ シングル

18,500円～ ツイン

14,000円～ シングル

ホテル名 利用料金/1名 部屋タイプ 定員 26,000円～ ツイン

サンメンバーズ東京新宿 4,860円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル/フォース 1～4名 16,500円～ シングル

サンメンバーズ東京新橋 4,320円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル 1～3名 24,000円～ ツイン

サンメンバーズ名古屋錦 4,320円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル/和洋 1～5名 14,500円～ シングル

サンメンバーズ大阪梅田 4,320円 シングル/ツイン/フォース 1～4名 21,500円～ ツイン

サンメンバーズ鹿児島 4,320円 シングル/ダブル/ツイン 1～2名 12,000円～ シングル

19,000円～ ツイン

リゾーピア別府

ホテル名

那須白河ザ･ロッジ

東京ベイサイド

金沢 香林坊

名古屋栄

エクシブ軽井沢パセオ
（一部ドギールームあり）

エクシブ初島クラブ

エクシブ伊豆

リゾーピア箱根

鳴門ザ･ロッジ
名古屋

■サンメンバーズシティホテル
大阪 阿倍野

リゾーピア熱海
サンメンバーズひるがの

リゾーピア久美浜

サンメンバーズ京都嵯峨

心斎橋

神戸 旧居留地

名古屋　白川

エクシブ鳥羽

エクシブ鳥羽アネックス

エクシブ鳥羽別邸
（一部ドギールームあり）

エクシブ琵琶湖

エクシブ淡路島

エクシブ箱根離宮

エクシブ有馬離宮

エクシブ湯河原離宮
（一部ドギールームあり）

⑥ 利用料金 一覧



レストラン レストラン

日本料理 　那須（なす） 6,000円 （6,480円） 生簀割烹 　磯辺（いそべ） 6,000円 （6,480円）

　美山（みやま）[*] 9,000円 （9,720円） 　高級会席 　恋味（れんみ） 11,000円 （11,880円）

　プレミアム・スモールポーション 　旬華（しゅんか）[*] 11,000円 （11,880円） 　活造り会席 　茜（あかね） 8,500円 （9,180円）

　優山（ゆうざん）[*] 12,000円 （12,960円） 　推奨活造り会席 　彩（いろどり） 12,000円 （12,960円）

　辿栄（てんえい）[*] 15,000円 （16,200円） 　料理長厳選コース活造り会席 [要予約] 　雅（みやび） 15,000円 （16,200円）

　リゾート会席 　割烹　美山（みやま） 9,000円 （9,720円） 　推奨コース 　神島（かみしま） 7,500円 （8,100円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　割烹　辿栄（てんえい） 15,000円 （16,200円） 　料理長厳選コース 　歌島（うたじま） 11,000円 （11,880円）

フランス料理 　ブリーズ 6,000円 （6,480円） イタリア料理 　カサビアンカ 5,000円 （5,400円）

　フォンテーヌ 9,000円 （9,720円） 　ペルーラ 7,500円 （8,100円）

　フルール 12,000円 （12,960円） 　セコンディ・ピアティ 10,500円 （11,340円）

　ヴォルカン 15,000円 （16,200円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　エテルナ 13,000円 （14,040円）

　スタンダードコース 　陽のひかり（ひのひかり） 8,000円 （8,640円） 　カジュアル鉄板焼 　マーレ　オ　モンティ 8,000円 （8,640円）

　プライムコース 　静寂（せいじゃく） 11,000円 （11,880円） 　スタンダード鉄板焼 　ステラ 11,000円 （11,880円）

　推奨コース 　雲海と月（うんかいとつき） 14,000円 （15,120円） 　推奨鉄板焼 　パッツォネ 14,000円 （15,120円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　あまのがは 17,000円 （18,360円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　デリッツィア 17,000円 （18,360円）

中国料理 　朱雀（すざく） 5,000円 （5,400円）

　麒麟（きりん） 8,000円 （8,640円）

　鳳凰（ほうおう） 11,000円 （11,880円）

[2名様より] 　神龍（しぇんろん） 14,000円 （15,120円）

レストラン フランス料理 　しおさい 10,000円 （10,800円）

日本料理 　浅間（あさま） 6,000円 （6,480円） 　鳥羽のあこがれ 13,000円 （14,040円）

　桐壺（きりつぼ）[*] 9,000円 （9,720円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　真珠のかがやき 16,000円 （17,280円）

　プレミアム・スモールポーション 　桔梗（ききょう）[*] 11,000円 （11,880円） 日本料理 　手毬（てまり） 8,000円 （8,640円）

　初音（はつね）[*] 12,000円 （12,960円） 　折鶴（おりづる） 11,000円 （11,880円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　胡蝶（こちょう）[*] 15,000円 （16,200円） 　彩華（さいか）[*] 13,000円 （14,040円）

　天婦羅コース　[要予約] 　菖蒲（あやめ）[*] 10,000円 （10,800円） 　神楽（かぐら）[*] 14,000円 （15,120円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　牡丹（ぼたん）[*] 13,000円 （14,040円） 　輝珠（こうじゅ）[*] 16,000円 （17,280円）

イタリア料理 　フィオーレ 5,000円 （5,400円） 　海鮮コース 　奏（かなで） 10,000円 （10,800円）

　ステラ[*] 8,000円 （8,640円） 　鉄板コース 　琴（こと） 13,500円 （14,580円）

　ヴェルデ[*] 11,000円 （11,880円） 　推奨　鉄板コース 　弦（げん） 17,000円 （18,360円）

中国料理 　朱雀（すざく） 5,000円 （5,400円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　響（ひびき） 21,000円 （22,680円）

　麒麟（きりん） 8,000円 （8,640円） 　炭火会席 　栞（しおり） 12,000円 （12,960円）

　鳳凰（ほうおう） 11,000円 （11,880円） 　特選　炭火会席 　紬（つむぎ） 16,000円 （17,280円）

[2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　神龍（しぇんろん） 14,000円 （15,120円） 　推奨　炭火会席 　結（ゆい） 20,000円 （21,600円）

フランス料理 　ル・ラック 10,000円 （10,800円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　綴（つづり） 24,000円 （25,920円）

　ラ・リヴィエール 13,000円 （14,040円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　パフューム 16,000円 （17,280円）

　森音（しんおん） 10,000円 （10,800円）

　月峰（げっぽう） 13,000円 （14,040円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　銀河（ぎんが） 16,000円 （17,280円）

サンクチュアリ・ヴィラ 　茉莉花（じゃすみん） 10,000円 （10,800円）

中国料理 　桂花（きんもくせい） 15,000円 （16,200円）

レストラン レストラン

日本料理 　あやなみ 6,000円 （6,480円） 日本料理 　汐風（しおかぜ） 6,000円 （6,480円）

　松波（まつなみ） 9,000円 （9,720円） 　夕波（ゆうなみ） 9,000円 （9,720円）

　プレミアム・スモールポーション 　水嶺（すいれい） 11,000円 （11,880円） 　藍彩（あいさい） 12,000円 （12,960円）

　水仙（すいせん） 12,000円 （12,960円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　海宴（かいえん） 15,000円 （16,200円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　蘇芳（すおう） 15,000円 （16,200円） 　割烹料理 　月（つき） 9,000円 （9,720円）

シーフードイタリアン 　ファーロ 5,000円 （5,400円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　花（はな） 15,000円 （16,200円）

　ナーヴェ 8,000円 （8,640円） 割烹 　優雅（ゆうが） 13,000円 （14,040円）

　イゾーラ 11,000円 （11,880円） 　プレミアム・スモールポーション 　雅（みやび） 13,500円 （14,580円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　マーレ 14,000円 （15,120円） 　海豊（かいほう） 17,000円 （18,360円）

中国料理 　琥珀（こはく） 5,000円 （5,400円） イタリア料理 　ペスカーラ 5,000円 （5,400円）

　翡翠（ひすい） 8,000円 （8,640円） 　ベローナ 7,500円 （8,100円）

　水晶（すいしょう） 11,000円 （11,880円） 　トレビーゾ 10,500円 （11,340円）

[2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　真珠（しんじゅ） 14,000円 （15,120円） 中国料理 　琥珀（こはく） 5,000円 （5,400円）

　翡翠（ひすい） 8,000円 （8,640円）

　水晶（すいしょう） 11,000円 （11,880円）

[2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　龍宮（りゅうぐう） 15,000円 （16,200円）

フランス料理 　マルセイユ 10,000円 （10,800円）

レストラン 　推奨コース 　モンペリエ 13,000円 （14,040円）

日本料理 　カジュアル料理 　浜御膳（はまごぜん） 6,000円 （6,480円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　ペール 16,000円 （17,280円）

　リゾート会席 　金星（きんせい） 9,000円 （9,720円） 12,000円 （12,960円）

　推奨料理（プレミアム・スモールポーション） 　旬彩譜（しゅんさいふ） 12,000円 （12,960円） 12,000円 （12,960円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　傳兆（でんちょう） 15,000円 （16,200円）

　カジュアルコース 　汐音（しおね） 8,000円 （8,640円）

　スタンダードコース 　遠州（えんしゅう） 11,000円 （11,880円）

　ロイヤルコース 　波輝（なみき） 14,000円 （15,120円）

　推奨コース 　浜津（はまつ） 16,000円 （17,280円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　葵（あおい） 20,000円 （21,600円）

イタリア料理 　カジュアルコース 　マッジョーレ 5,000円 （5,400円）

　スタンダードコース 　ボルセーナ 8,000円 （8,640円）

　推奨コース 　アビッソ 11,000円 （11,880円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　エクストラ 15,000円 （16,200円）

中国料理 　カジュアルコース 　長江（ちょうこう） 5,000円 （5,400円）

　スタンダードコース 　黄河（こうが） 8,000円 （8,640円）

　推奨コース 　大河（たいが） 11,000円 （11,880円）

[2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　天鳳（てんほう） 15,000円 （16,200円）

夕食

　お子様膳 5,000円 （5,400円） 　大人（中学生以上） 2,200円 （2,376円）

　お子様セット 3,500円 （3,780円） 　小人 1,300円 （1,404円）

　お子様コース 3,000円 （3,240円） 　大人（中学生以上） 2,000円 （2,160円）

　お子様セット 1,500円 （1,620円） 　小人(那須白河・軽井沢) 1,300円 （1,404円）

　小人 1,000円 （1,080円）

　大人（中学生以上） 2,000円 （2,160円）

◆ディナーバイキングについて 　小人（6才～小学生） 1,300円 （1,404円）

夕食 　幼児（3～5才） 500円 （540円）

　大人（中学生以上） 5,000円 （5,400円） 　大人（中学生以上） 2,000円 （2,160円）

　小人（6才～小学生） 2,500円 （2,700円） 　小人(那須白河・軽井沢) 1,300円 （1,404円）

　幼児（3～5才） 1,000円 （1,080円） 　小人 1,000円 （1,080円）
※アルコールのフリードリンクは1,000円（税込1,080円）です。 1,000円 （1,080円）
※ディナーバイキングはホテルにより営業日が異なります。詳しくはお問合せください。 ※グランドエクシブ鳴門のアメリカンブレックファーストにつきましては、大人の方のみご利用頂けます。

●上記の各コースおよび料金は変更となる場合がございます。 ●上記料金に別途サービス料（10%）を頂戴いたします。

●料理長厳選コース[要予約]は2名様より承ります。料理内容については、ご要望に応じて上記料金以上でも対応いたします。 ●仕入れ状況等により提供期間・内容が変更となる場合がございます。

●上記料金（　）内は消費税（8%）を含んだ料金となります。

●プレミアム・スモールポーションについて：通常コースより1品1品の量が少なく、料理長厳選の高級食材を用い、本当に良いものを少しずつ

　多彩に味わっていただけるよう趣向を凝らしたコースです。

(注意事項）赤色・・・3日前までの要予約メニュー　/　黄色・・・前日17：00までの要予約メニュー　/　白抜き・・・当日予約対応可能メニュー　となります

料理名（夕食） 料金（円） 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理 　新和食料理

花木鳥

　リゾート会席

海幸
活造り会席

［2名様より］
　推奨料理

　料理長厳選コース　[要予約]　

カウンター割烹 　寿司

　カジュアルコース 　カジュアルイタリアンコース

オークヴィル

　プライムコース

アラゴスタ

　推奨コース

　推奨コース 　ラグジュアリーコース

　料理長厳選コース　[要予約]　

　鉄板焼 　鉄板焼

※「花木鳥」の個室にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。 　カジュアルコース

翆陽
　スタンダードコース

　推奨コース

　料理長厳選コース　[要予約]

料理名（夕食） 料金（円） 　スタンダードコース

　カジュアル料理
ラペール

　推奨コース

花木鳥

　リゾート会席

　カジュアル会席

　推奨料理 　会席料理

鳥羽別邸 華暦

　プレミアム・スモールポーション

　天婦羅
　推奨料理

　料理長厳選コース　[要予約]

　カジュアルコース

　鉄板焼ルッチコーレ
　スタンダードコース

　推奨コース

　カジュアルコース

翆陽
　スタンダードコース

　炭火焼
　推奨コース

　スタンダードコース

ボナキュー
　推奨コース ※別邸｢華暦｣の割烹個室にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。

●「ラペール」は小学生以下のお子様のご入店をご遠慮いただいております。(個室2部屋のみご利用可能です。)

鉄板焼
　スタンダードコース

　推奨コース

　ルームサービス
　（プライベートダイニングサービス）　[要予約]

※「花木鳥」及び「ルッチコーレ」の個室にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。

料理名（夕食） 料金（円） 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理 　カジュアル料理

初海

　リゾート会席

初海

　リゾート会席

　推奨料理（プレミアム・スモールポーション）

　推奨料理

　カウンター割烹
　カジュアルコース

ポルト
　スタンダードコース 　推奨料理

　推奨コース
樺林

　料理長厳選コース　[要予約]

　カジュアルコース 　カジュアルコース

翆陽
　スタンダードコース

ルッチコーレ
　推奨コース

　推奨コース 　イタリアンスペシャリテ

　カジュアルコース

翆陽
　スタンダードコース

　推奨コース

　スタンダードコース

料理名（夕食） 料金（円）
ボナキュー

海幸

サンクチュアリ・ヴィラ　南欧料理 　ルームサービス　（プライベートダイニングサービス）　[要予約]

サンクチュアリ・ヴィラ　ドゥーエ　日本料理 　ルームサービス　（プライベートダイニングサービス）　[要予約]

●「ボナキュー」は服装を整えて（男性の場合：ジャケット着用等のスマートカジュアル、女性の場合：男性の服装に準じた服装）でお越しくださ
い。
　また、小学生以下のお子様のご入店をご遠慮いただいております。
●「樺林」のご利用はＳタイプのお部屋にご宿泊の方、およびＳタイプオーナー様とご同伴のゲストの方に限らせていただきます。

　鉄板焼

料金（円）

鳥羽別邸(華暦) 鳥羽別邸(華暦) 　和朝食膳

ルッチコーレ

翆陽

◆お子様料理（夕食）について ◆ご朝食について

料金（円）

那須白河・軽井沢・初島・浜名湖・鳥羽・鳴門
　アメリカンブレックファスト
　※鳥羽は大人料金のご案内のみ

　コンチネンタルブレックファスト

施設 料金（円） 施設 料理名（朝食）

　ご利用日の3日前までにお申込みください。 ●年末年始の特別営業期間（12/30～1/5）に ご利用の際は、全レストランのご夕食のコース料理およびディナーバイキング（ブッフェ）の

　料金が540円（税込） アップになります。（大人の方のみ）

●レストランは季節によって定休日を設けさせていただく場合がございます。

那須白河・軽井沢・初島・浜名湖・鳥羽・鳴門

那須白河・軽井沢・初島
浜名湖・鳥羽・鳴門

　和朝食膳
※軽井沢は｢鉄板焼｣5,000円(税込5,400円)もございます。

　朝食バイキング

施設

グランドエクシブ 那須白河

グランドエクシブ 初島クラブ

グランドエクシブ 軽井沢

グランドエクシブ 浜名湖

グランドエクシブ 鳥羽

グランドエクシブ 鳴門

⑦-1 レストラン料金表一覧



レストラン レストラン

日本料理 　富士見御膳（ふじみごぜん） 6,000円 （6,480円） 日本料理 　楽味（らくみ） 6,000円 （6,480円）

　湖月（こげつ） 9,000円 （9,720円） 　八重（やえ） 9,000円 （9,720円）

　花暦（はなごよみ） 12,000円 （12,960円） 　プレミアム・スモールポーション 　華（はな）[*] 11,000円 （11,880円）

　料理長厳選コース　[要予約]　 　黒富士（くろふじ） 15,000円 （16,200円） 　極味（きわみ）[*] 12,000円 （12,960円）

　スタンダードコース 　甲州（こうしゅう） 10,000円 （10,800円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　慶雲（けいうん）[*] 15,000円 （16,200円）

　推奨料理 　甲斐路（かいじ） 13,500円 （14,580円） 南欧料理 　コラーレ 5,000円 （5,400円）

　特選鉄板コース 　匠（たくみ） 17,000円 （18,360円） 　デュルナーレ 8,000円 （8,640円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　至高の晩餐（しこうのばんさん） 20,000円 （21,600円） 　アズーリ 11,000円 （11,880円）

　割烹天婦羅 　富士（ふじ） 8,000円 （8,640円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　コンタット 15,000円 （16,200円）

　推奨料理 　湖上（こじょう） 10,500円 （11,340円） 中国料理 　喜楽の筵（きらくのえん） 5,000円 （5,400円）

　極みの天婦羅 　宝湖（ほうこ） 13,000円 （14,040円） 　慶徳の筵（けいとくのえん） 8,000円 （8,640円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　天火（てんぴ） 15,500円 （16,740円） 　満漢の筵（まんかんのえん） 11,000円 （11,880円）

イタリア料理 　レッジオナーレ 5,000円 （5,400円） [2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　燉煌の筵（とんこうのえん） 15,000円 （16,200円）

　プロフモ 8,000円 （8,640円） 焼肉・鉄板焼 　カジュアルコース 　比叡（ひえい） 5,000円 （5,400円）

　アティモ 11,000円 （11,880円） 　スタンダードコース 　琵琶（びわ） 7,500円 （8,100円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　ディアマンテ 15,000円 （16,200円） 　推奨コース 　安土（あづち） 10,000円 （10,800円）

中国料理 　琥珀（こはく） 5,000円 （5,400円） 　カジュアルコース 　比良（ひら） 8,000円 （8,640円）

　翡翠（ひすい） 8,000円 （8,640円） 　スタンダードコース 　鈴鹿（すずか） 10,000円 （10,800円）

　推奨コース 　水晶（すいしょう） 11,000円 （11,880円） 　推奨コース 　伊吹（いぶき） 13,000円 （14,040円）

[2名様より] 　樹蘭（じゅらん） 15,000円 （16,200円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　近江（おうみ） 16,000円 （17,280円）

イタリア料理 　シェフおまかせコース 12,000円 （12,960円）

　プレミアム・スモールポーション 　フェリチータ 13,000円 （14,040円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　レガーロ 16,000円 （17,280円）

レストラン レストラン

日本料理 　山の詩（やまのうた） 6,000円 （6,480円） 日本料理 　紀州（きしゅう） 6,000円 （6,480円）

　空の詩（そらのうた） 9,000円 （9,720円） 　千畳（せんじょう） 8,500円 （9,180円）

　推奨料理（プレミアム・スモールポーション） 　杜の詩（もりのうた） 12,000円 （12,960円） 　熊野（くまの） 11,000円 （11,880円）

　彩の詩（あやのうた） 16,000円 （17,280円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　匠（たくみ） 15,000円 （16,200円）

　ステーキコース 　巧（たくみ） 8,000円 （8,640円） 　寿司割烹 　通（つう） 7,500円 （8,100円）

　海の幸コース 　汐（うしお） 11,000円 （11,880円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　熊野尽くし（くまのづくし） 11,000円 （11,880円）

　和牛コース 　輝（かがやき） 11,000円 （11,880円） 　カジュアル天婦羅会席 　蘭（らん） 6,000円 （6,480円）

　推奨コース 　極（きわみ） 14,000円 （15,120円） 　天婦羅割烹 　萩（はぎ） 8,500円 （9,180円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　鉄板三昧特選コース 16,000円 （17,280円） 　推奨天婦羅割烹 　華（はな） 11,000円 （11,880円）

割烹 　推奨料理 　風の詩（かぜのうた） 12,000円 （12,960円） 南欧料理 　ル・ソレイユ 5,000円 （5,400円）

樺林 　彩の詩（あやのうた） 16,000円 （17,280円） 　ラ・リューヌ 7,500円 （8,100円）

イタリア料理 　ルーナ 5,000円 （5,400円） 　レ・トワール 10,500円 （11,340円）

　ステラ 7,500円 （8,100円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　ル・ガラ 15,000円 （16,200円）

　チェーロ 10,500円 （11,340円） 　エクセレントコース 　白い波 8,000円 （8,640円）

中国料理 　琥珀（こはく） 5,000円 （5,400円） 　推奨コース 　青い風 11,000円 （11,880円）

　翡翠（ひすい） 8,000円 （8,640円） 　ラグジュアリーコース 　深紅の夕暮れ 14,000円 （15,120円）

　水晶（すいしょう） 11,000円 （11,880円） 　料理長推奨コース　[要予約] 　月光（げっこう） 17,000円 （18,360円）

[2名様より] 　故宮（こきゅう） 13,000円 （14,040円） 海鮮中華 　朱雀（すざく） 5,000円 （5,400円）

フランス料理 　コンチェルト 8,000円 （8,640円） 　麒麟（きりん） 7,500円 （8,100円）

　プレリュード 11,000円 （11,880円） 　鳳凰（ほうおう） 10,500円 （11,340円）

　オペラ 14,000円 （15,120円） [2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　天空（てんくう） 15,000円 （16,200円）

　シンフォニー 17,000円 （18,360円）

レストラン

レストラン 四季旬創 　推奨料理 　豊陵（ほうりょう） 11,000円 （11,880円）

黒潮 　蘭（らん） 9,000円 （9,720円） 潮音 　温石（おんじゃく） 11,000円 （11,880円）

ラペール 7,000円 （7,560円） アラゴスタ 　鉄板ブッフェ 8,000円 （8,640円）

夕食

　お子様コース 3,000円 （3,240円） 　大人（中学生以上） 2,000円 （2,160円）

　お子様セット 1,500円 （1,620円） 　小人 1,000円 （1,080円）

　大人（中学生以上） 2,000円 （2,160円）
※蓼科の「花木鳥」鉄板焼のお子様コースは3,500円（税込3,780円）のご用意となります。 　小人（6才～小学生） 1,300円 （1,404円）

　幼児（3～5才） 500円 （540円）

　大人（中学生以上） 2,000円 （2,160円）

◆ディナーバイキングについて 　小人(蓼科・琵琶湖・白浜・淡路島) 1,000円 （1,080円）

夕食 1,000円 （1,080円）

　大人（中学生以上） 5,000円 （5,400円） ※山中湖・伊豆につきましてはアメリカンブレックファーストのご用意はございません。

　小人（6才～小学生） 2,500円 （2,700円）

　幼児（3～5才） 1,000円 （1,080円）
※アルコールのフリードリンクは1,000円（税込1,080円）です。

※ディナーバイキングはホテルにより営業日が異なります。詳しくはお問合せください。

●上記の各コースおよび料金は変更となる場合がございます。 ●上記料金に別途サービス料（10%）を頂戴いたします。

●料理長厳選コース[要予約]は2名様より承ります。料理内容については、ご要望に応じて上記料金以上でも対応いたします。 ●仕入れ状況等により提供期間・内容が変更となる場合がございます。

●上記料金（　）内は消費税（8%）を含んだ料金となります。
●プレミアム・スモールポーションについて：通常コースより1品1品の量が少なく、料理長厳選の高級食材を用い、本当に良いものを少しずつ
　多彩に味わっていただけるよう趣向を凝らしたコースです。

(注意事項）赤色・・・3日前までの要予約メニュー　/　黄色・・・前日17：00までの要予約メニュー　/　白抜き・・・当日予約対応可能メニュー　となります

料理名（夕食） 料金（円） 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理 　カジュアル料理

花木鳥

　リゾート会席

日本海

　リゾート会席

　推奨料理（プレミアム・スモールポーション）

　推奨料理

　鉄板焼
　カジュアルコース

コモ
　スタンダードコース

　推奨コース

 天婦羅割烹
　カジュアルコース

翆陽
　スタンダードコース

　推奨コース

　カジュアルコース

ルッチコーレ
　スタンダードコース

　焼肉　推奨コース

近江亭
　カジュアルコース

　鉄板焼翆陽
　スタンダードコース

　料理長厳選コース　[要予約]

　推奨コース ※「日本海」の懐石割烹（高級個室）にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。

リストランテ
イルコローレ

料理名（夕食） 料金（円） 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理 　モダン新和食

花木鳥

　リゾート会席

海幸

　推奨料理（生簀会席・2名様より）

　高級会席

　料理長厳選コース　[要予約]

　鉄板焼

　寿司

　天婦羅

　カジュアルコース

　料理長厳選コース　[要予約]

ラペール

　スタンダードコース

　カジュアルイタリアン 　推奨コース

ルッチコーレ
　推奨コース

　イタリアンスペシャリテ

　鉄板焼
　カジュアルチャイニーズ

翆陽
　モダンチャイニーズ

　推奨コース

　料理長厳選コース　[要予約] 　カジュアルコース

　クラシックモダン
翆陽

　スタンダードコース

ボナキュー
　推奨コース 　推奨コース

　フレンチスペシャリテ

　料理長厳選コース　[要予約] ※「海幸」の推奨料理（生簀会席）は、2名様より承ります。コース内の活造り料理をグレードアップしました12,000円（税込12,960円）や15,000
円（税込
　16,200円）のコースもございます。●「ボナキュー」は服装を整えて（男性の場合：ジャケット着用等のスマートカジュアル、女性の場合：男性の服装に準じた服装）でお越しくださ

い。
　また、小学生以下のお子様とのご入店は、個室でのご利用に限ります。

料理名（夕食） 料金（円）

料理名（夕食） 料金（円）

　推奨料理 　プレミアム・スモールポーション　[要予約]

鉄板ブッフェ

※アラゴスタの「鉄板ブッフェ」は、臨場感あふれるライブクッキングスタイル。お客様が選んだ食材をお好みの焼き方、おすすめの調理法で
ご提供
　する五感で楽しむ新しいコンセプトのレストランです。小学生3,500円（税込3,780円）、幼児2,000円（2,160円）です。

◆お子様料理（夕食）について ◆ご朝食について
施設 料金（円） 施設 料理名（朝食） 料金（円）

山中湖・蓼科・伊豆・琵琶湖・白浜・淡路島

山中湖・蓼科・伊豆・琵琶湖
白浜・淡路島

　和朝食膳

※山中湖の「花木鳥」鉄板焼のお子様コースは3,500円（税込3,780円）と5,000円（税込5,400円）のご用意となります。

　朝食バイキング

※琵琶湖の「近江亭」鉄板焼のお子様コースは3,500円（税込3,780円）と6,000円（税込6,480円）のご用意となります。

　アメリカンブレックファスト

施設

●レストランは季節によって定休日を設けさせていただく場合がございます。

料金（円） 　コンチネンタルブレックファスト

山中湖・蓼科・伊豆・琵琶湖・白浜・淡路島

　ご利用日の3日前までにお申込みください。 ●年末年始の特別営業期間（12/30～1/5）に ご利用の際は、全レストランのご夕食のコース料理およびディナーバイキング（ブッフェ）の

　料金が540円（税込） アップになります。（大人の方のみ）

エクシブ 山中湖

エクシブ 蓼科

エクシブ 伊豆

エクシブ 琵琶湖

エクシブ 白浜＆アネックス

エクシブ 淡路島

⑦-2 レストラン料金表一覧



レストラン レストラン

日本料理 　椿（つばき） 8,000円 （8,640円） 日本料理 　丹波（たんば） 8,000円 （8,640円）

　藤木（ふじき） 11,000円 （11,880円） 　摩耶（まや） 11,000円 （11,880円）

　プレミアム・スモールポーション 　大観（たいかん）[*] 13,000円 （14,040円） 　プレミアム・スモールポーション 　有馬（ありま）[*] 13,000円 （14,040円）

　相州（そうしゅう）[*] 14,000円 （15,120円） 　六甲（ろっこう）[*] 14,000円 （15,120円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　湯河原（ゆがわら）[*] 16,000円 （17,280円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　北摂（ほくせつ）[*] 16,000円 （17,280円）

　カジュアル鉄板コース 　月白（げっぱく） 10,000円 （10,800円） 　鉄板コース 　若菜（わかな） 10,000円 （10,800円）

　和牛コース 　紅炎（こうえん） 13,500円 （14,580円） 　和牛コース 　向日葵（ひまわり） 13,500円 （14,580円）

　魚介コース 　黄雲（こううん） 13,500円 （14,580円） 　魚介コース 　紺碧（こんぺき） 13,500円 （14,580円）

　特選鉄板コース 　蒼天（そうてん） 17,000円 （18,360円） 　特選鉄板コース 　桔梗（ききょう） 17,000円 （18,360円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　紫極（しきょく） 24,000円 （25,920円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　紫苑（しおん） 24,000円 （25,920円）

イタリア料理 　テラ 7,000円 （7,560円） イタリア料理 　ボスコ 7,000円 （7,560円）

　マーレ[*] 10,500円 （11,340円） 　マレッタ[*] 10,500円 （11,340円）

　プレミアム・スモールポーション 　シエロ[*] 12,000円 （12,960円） 　プレミアム・スモールポーション 　ナトゥーラ[*] 12,000円 （12,960円）

　テッレーノ[*] 14,000円 （15,120円） 　ステラ[*] 14,000円 （15,120円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　ソーレ[*] 16,000円 （17,280円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　スペランツァ[*] 16,000円 （17,280円）

中国料理 　紫金（しきん） 7,000円 （7,560円） 中国料理 　麒麟（きりん） 7,000円 （7,560円）

　青城（せいじょう）[*] 10,500円 （11,340円） 　鳳凰（ほうおう）[*] 10,500円 （11,340円）

　プレミアム・スモールポーション 　玉珠（ぎょくじゅ）[*] 12,000円 （12,960円） 　プレミアム・スモールポーション 　朱雀（すざく）[*] 12,000円 （12,960円）

　天門（てんもん）[*] 14,000円 （15,120円） 　神龍（しぇんろん）[*] 14,000円 （15,120円）

[2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　泰山（たいざん）[*] 16,000円 （17,280円） [2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　天空（てんくう）[*] 16,000円 （17,280円）

レストラン レストラン

日本料理 　初花（はつはな）　 8,000円 （8,640円） 日本料理 　龍神（りゅうじん） 8,500円 （9,180円）

　桃源（とうげん）　　 11,000円 （11,880円） 　金時（きんとき） 10,000円 （10,800円）

　プレミアム・スモールポーション 　プライムコース [*] 13,000円 （14,040円） 　推奨料理 　大文字（だいもんじ） 12,000円 （12,960円）

　早雲（そううん）[*] 14,000円 （15,120円） 新和食 　華はな御膳（はなはなごぜん） 4,000円 （4,320円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　明神（みょうじん）[*] 16,000円 （17,280円） 　カジュアル料理 　睡蓮（すいれん） 6,000円 （6,480円）

　寿司 　寿司会席 　おかませ会席 12,000円 （12,960円） 　カジュアル鉄板コース 　ステーキディナー 8,000円 （8,640円）

イタリア料理 　アリア 12,000円 （12,960円） 　推奨鉄板コース 　エクセレントディナー 11,000円 （11,880円）

　プレミアム・スモールポーション 　プライムコース 13,000円 （14,040円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　スペシャルディナー 14,000円 （15,120円）

　ベーネ 15,000円 （16,200円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　シエロ 18,000円 （19,440円）

中国料理 　翡翠（ひすい） 7,000円 （7,560円）

　水晶（すいしょう） 10,500円 （11,340円） レストラン

　プレミアム・スモールポーション 　プライムコース 12,000円 （12,960円） 日本料理 　梅花（ばいか） 5,000円 （5,400円）

　紅玉（こうぎょく） 14,000円 （15,120円） 　推奨料理 　風月（ふうげつ） 8,000円 （8,640円）

[2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　天青（てんせい） 16,000円 （17,280円） 　雅（みやび） 11,000円 （11,880円）

炭火・鉄板焼 　炭火会席 　月の舞（つきのまい） 12,000円 （12,960円） 　鉄板コース 　波路（なみじ） 8,000円 （8,640円）

　牛特選　炭火会席 　風の舞（かぜのまい） 16,000円 （17,280円） 　特選鉄板コース 　夕凪（ゆうなぎ） 11,000円 （11,880円）

　推奨　炭火会席 　蝶の舞（ちょうのまい） 16,000円 （17,280円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　海神（わだつみ） 14,000円 （15,120円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　華の舞（はなのまい） 20,000円 （21,600円）

　カジュアル鉄板コース 　オパール 10,000円 （10,800円）

　鉄板コース 　サファイア 13,000円 （14,040円）

　牛特選　鉄板コース 　ルビー 16,000円 （17,280円） レストラン

　推奨　鉄板コース 　エメラルド 16,000円 （17,280円） 新日本海料理 　漁火（いさりび） 5,000円 （5,400円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　ダイヤモンド 20,000円 （21,600円） 　羽衣（はごろも） 7,500円 （8,100円）

　凛燈々（りんとうとう） 10,500円 （11,340円）

レストラン

日本料理 　華花（はなやぎ） 5,000円 （5,400円）

　虹花（なないろ） 7,500円 （8,100円）

レストラン 　プレミアム・スモールポーション 　美花（うつくし） 9,000円 （9,720円）

日本料理 　麓（ふもと） 8,000円 （8,640円） 　輝花（かがやき） 10,500円 （11,340円）

　綴（つづり） 11,000円 （11,880円）

　彩（いろどり）[*] 13,000円 （14,040円）

　推奨料理 　雅（みやび）[*] 14,000円 （15,120円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　匠（たくみ）[*] 16,000円 （17,280円） レストラン

　カジュアル鉄板焼コース 　錦（にしき） 10,000円 （10,800円） 創作料理 　白樺（しらかば） 5,000円 （5,400円）

　海の幸コース 　楓（かえで） 13,500円 （14,580円） 　緑樹（りょくじゅ） 7,500円 （8,100円）

　和牛コース 　葵（あおい） 13,500円 （14,580円） 　白水（はくすい） 10,500円 （11,340円）

　鉄板懐石 　瓢（ひさご） 17,000円 （18,360円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　大日（だいにち） 13,000円 （14,040円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　都（みやこ） 20,000円 （21,600円）

イタリア料理 　カプリコルノ 5,000円 （5,400円）

　ペーシ 7,000円 （7,560円）

　推奨料理 　ヴェルジーネ 10,500円 （11,340円） レストラン

　アリエーテ 12,000円 （12,960円） 日本料理 　桂（かつら） 5,000円 （5,400円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　サジッターリオ 14,000円 （15,120円） 　雅（みやび） 7,500円 （8,100円）

中国料理 　麒麟（きりん） 7,000円 （7,560円） 　プレミアム・スモールポーション　[要予約] 　華（はな） 10,500円 （11,340円）

　鳳凰（ほうおう） 10,500円 （11,340円） 　料理長厳選コース　[要予約] 　嵐山（あらしやま） 13,000円 （14,040円）

　プレミアム・スモールポーション 　天翔（てんしょう） 12,000円 （12,960円）

　神龍（しぇんろん） 14,000円 （15,120円）

[2名様より] 　料理長厳選コース　[要予約] 　天空（てんくう） 16,000円 （17,280円）

フランス料理 　ソワニエ 12,000円 （12,960円） レストラン

ボナキュー 　料理長厳選コース　[要予約] 　プレジール 16,000円 （17,280円） 　ローズ 4,000円 （4,320円）

　布引（ぬのびき） 5,000円 （5,400円）

　鉄板コース 　六甲（ろっこう） 8,000円 （8,640円）

　推奨鉄板コース 　但馬（たじま） 11,000円 （11,880円）

　料理長厳選コース　[要予約] 　北野（きたの） 14,000円 （15,120円）

夕食

　お子様コース 3,500円 （3,780円） 　大人（中学生以上） 2,200円 （2,376円）

　お子様コース 3,000円 （3,240円） 　小人 1,300円 （1,404円）

　お子様セット 1,500円 （1,620円） 　大人（中学生以上） 2,200円 （2,376円）

　小人（6才～小学生） 1,500円 （1,620円）

　幼児（3～5才） 500円 （540円）

※ひるがの｢パンドール｣のお子様ステーキコースは3,500円（税込3,780円）のご用意となります。 　大人（中学生以上） 2,200円 （2,376円）

　小人 1,300円 （1,404円）

◆ディナーバイキングについて 　大人（中学生以上） 1,800円 （1,944円）

夕食 　小人 800円 （864円）

　大人（中学生以上） 6,500円 （7,020円） 　大人（中学生以上） 1,800円 （1,944円）

　小人（6才～小学生） 3,500円 （3,780円） 　小人（6才～小学生） 1,000円 （1,080円）

　幼児（3～5才） 1,500円 （1,620円） 　幼児（3～5才） 500円 （540円）

※アルコールのフリードリンクは1,000円（税込1,080円）です。(箱根離宮の「ベラヴィスタ」は1,800円（税込1,944円)です。） 1,800円 （1,944円）

※ディナーバイキングはホテルにより営業日が異なります。詳しくはお問合せください。 1,000円 （1,080円）

●上記の各コースおよび料金は変更となる場合がございます。 ●上記料金に別途サービス料（10%）を頂戴いたします。

●料理長厳選コース[要予約]は2名様より承ります。料理内容については、ご要望に応じて上記料金以上でも対応いたします。 ●仕入れ状況等により提供期間・内容が変更となる場合がございます。

●上記料金（　）内は消費税（8%）を含んだ料金となります。

●プレミアム・スモールポーションについて：通常コースより1品1品の量が少なく、料理長厳選の高級食材を用い、本当に良いものを少しずつ

　多彩に味わっていただけるよう趣向を凝らしたコースです。

(注意事項）赤色・・・3日前までの要予約メニュー　/　黄色・・・前日17：00までの要予約メニュー　/　白抜き・・・当日予約対応可能メニュー　となります

料理名（夕食） 料金（円） 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル会席 　カジュアル会席

湯河原 華暦

　会席料理

有馬 華暦

　会席料理

　推奨料理 　推奨料理

　鉄板焼 　鉄板焼

　カジュアルイタリアン 　カジュアルイタリアン

リストランテ
マレッタ

　スタンダードコース

リストランテ
マレッタ

　スタンダードコース

　推奨コース 　推奨コース

　カジュアルチャイニーズ 　カジュアルチャイニーズ

翆陽
　スタンダードコース

翆陽
　スタンダードコース

　推奨コース 　推奨コース

※「華暦」の懐石割烹（高級個室）、「マレッタ」及び「翆陽」の個室にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。
●イタリア料理｢マレッタ｣の未就学幼児様とのご入店は、個室でのご利用に限ります。

※「華暦」の懐石割烹（高級個室）、「マレッタ」及び「翆陽」の個室にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。
●｢マレッタ｣の未就学幼児様とのご入店は、個室でのご利用に限ります。

料理名（夕食） 料金（円） 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル会席 　リゾート会席

箱根 華暦

　会席料理
樹林

　プレミアム・スモールポーション

　推奨料理 　御膳料理

はな
　鉄板焼　イタリアンコース

リストランテ
ターナ

　推奨コース

　カジュアルチャイニーズ

翆陽
　スタンダードコース 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理

　推奨コース

潮騒
　特選料理

炭火焼
　鉄板焼

杜季

　鉄板焼 料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理

旬恵
　推奨料理

ダイニング＆ラウンジ
ベラヴィスタ

　イタリアンブッフェ 7,500円 （8,100円）
　特選料理

※「華暦」の懐石割烹（高級個室）にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。

料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理

やまなみ
　推奨料理

料理名（夕食） 料金（円）

　カジュアル料理 　特選料理

京都 華暦

　京懐石料理

　プレミアム・スモールポーション

料理名（夕食） 料金（円）

　鉄板焼

　カジュアル料理

パンドール
　推奨料理

　特選料理

　ショートコース

トラットリア
ジョバーノ

　カジュアルイタリアン

料理名（夕食） 料金（円）

　プレミアム・スモールポーション 　おばんざい料理

嵯峨
　推奨料理

　カジュアルチャイニーズ

翆陽
　スタンダードコース

　推奨コース

　推奨コース 料理名（夕食） 料金（円）

六甲

　洋食ショートコース

※「華暦」の懐石割烹（高級個室）にてご提供する料理は[*]のコース料理となります。
●「ボナキュー」は服装を整えて（男性の場合：ジャケット着用等のスマートカジュアル、女性の場合：男性の服装に準じた服装）でお越しくださ
い。
　また、小学生以下のお子様のご入店をご遠慮いただいております。

　しゃぶしゃぶ料理　[要予約]

　鉄板焼

◆お子様料理（夕食）について ◆ご朝食について
料金（円）

エクシブ湯河原離宮・箱根離宮・京都 八瀬離宮・有馬離宮

エクシブ湯河原離宮・箱根離宮
・京都 八瀬離宮・有馬離宮

　離宮和朝食膳
リゾーピア箱根・熱海・久美浜・別府
サンメンバーズひるがの・京都嵯峨・神戸

　朝食バイキング

施設 料金（円）

エクシブ湯河原離宮・箱根離宮・京都 八瀬離宮・有馬離宮 　朝食バイキング
　（箱根・熱海・ひるがののみ）

　アメリカンブレックファスト（箱根のみ）

施設 料金（円） 施設 料理名（朝食）

　コンチネンタルブレックファスト（箱根・神戸のみ）

　ご利用日の3日前までにお申込みください。 ●年末年始の特別営業期間（12/30～1/5）に ご利用の際は、全レストランのご夕食のコース料理およびディナーバイキング（ブッフェ）の

　料金が540円（税込） アップになります。（大人の方のみ）

●レストランは季節によって定休日を設けさせていただく場合がございます。

※箱根離宮はイタリアンブッフェ 小人3,500円(税込3,780円)/幼児1,500円(税込1,620円)、京都 八瀬離宮は「華暦｣5,000円

　(税込5,400円)/｢ジョバーノ｣2,000円(税込2,160円)、有馬離宮・湯河原離宮は｢華暦｣鉄板焼5,000円(税込5,400円)もございます。

　アメリカンブレックファスト
　（湯河原離宮・有馬離宮のみ）

リゾーピア箱根・熱海・久美浜・別府
サンメンバーズひるがの・
 京都嵯峨・神戸

　和朝食膳

エクシブ 湯河原離宮 エクシブ 有馬離宮

リゾーピア 箱根

リゾーピア 熱海

リゾーピア 久美浜

リゾーピア 別府

サンメンバーズ ひるがの

サンメンバーズ 京都嵯峨

サンメンバーズ 神戸

エクシブ 箱根離宮

エクシブ 京都 八瀬離宮

⑦-3 レストラン料金表一覧



大浴場
温泉

入湯税
（円）

プール
スナック

バー
ラウンジ エステ テニス

カラオケ
ルーム

マージャン
ルーム

有馬離宮 〇 150 〇 〇 〇 〇 〇

箱根離宮 〇 150 〇 〇 〇 〇

京都八瀬離宮 〇 150 〇 〇 〇 〇 〇

湯河原離宮 〇 150 〇 〇 〇

那須白河
（本館・ロッジ）

〇 150 〇 〇 〇 〇 〇 〇

浜名湖 〇 150 〇（屋外） 〇 〇 〇 〇 〇（禁煙）

初島クラブ 〇 150 〇（屋内・外） 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鳴門
（本館＆ロッジ）

〇 〇（屋外） 〇 〇 〇 〇 〇

鳥羽
（本館・ｱﾈｯｸｽ＆別

邸）
〇 150 〇（屋内・外） 〇 〇 〇 〇 〇

伊豆 〇 150 〇（屋内・外） 〇 〇 〇

白浜＆アネックス 〇 150 〇（屋内・外） 〇 〇 〇

軽井沢　 有料 〇（屋内） 〇 〇 〇 〇

淡路島 〇（屋内・外） 〇 〇 〇

山中湖 有料 〇（屋内） 〇 〇 〇

琵琶湖 〇 150 〇（屋外） 〇 〇 〇 〇 〇

蓼科 〇 150 〇（屋内・外） 〇 〇 〇 〇 〇

熱海 〇 150 〇 〇 〇 〇

箱根 〇 150 〇（屋外） 〇 〇

久美浜 〇 150 〇（屋外） 〇 〇 〇

別府 〇 150 〇（屋外） 〇 〇 〇

ひるがの 〇 〇 〇 〇 〇

京都嵯峨 〇

神戸 〇 〇

★入湯税対象は、年齢により異なります

⑧ 付帯施設一覧



⑨-1 個人情報等の取扱いに関する規程

第1章 総則

第1条（商品の取引）

リゾートトラスト株式会社（以下「当社」という。）は、当社が直接または販売代理等で販売または取引する商品および付随するもの（以下

「商品」という。）について、本規程を適用するものとします。

第2章 個人情報の取扱い

第2条（商品の取引にかかる個人情報の取扱い）

１．当社は、適正に取得した入会申込者、会員および当社の施設を利用する者その他お客様（以下「会員等」という。）の個人情報（第３条

に定めるものをいいます。また、本規程において別途定める場合を除き、個人番号および特定個人情報を除きます。）を、商品の取引を

通じて会員等へのサービス提供のために、収集、利用、提供、および登録を行うものとします。

２．当社は、会員等の個人情報の適正な取扱いと会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに正確性、機密性の維持に努めるべく

個人情報を厳重に管理するものとします。

３．当社は、第４条の利用目的を達成するために必要な範囲内で、第３条の個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合がありま

すが、当該委託先企業（以下「委託先企業」という。）については、契約を締結のうえ、会員等の個人情報の適正な取扱いと会員等の

プライバシー保護に十分配慮するよう指導・管理するものとします。

４．当社は、個人情報を取扱わせる当社の従業者の監督を十分行い、かつ、正確性、機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理

するよう指導するものとします。

５．会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規程に定める内容に同意したうえで、当社との契約を締結するものとします。

第3条（個人情報の収集、保有、利用）

会員等は、当社の特典およびサービスを当社が会員等に提供するためおよびそのマーケティング活動のため、会員等の個人情報のうち

以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という。）を当社が保護措置を講じたうえで、収集・保有・利用することに同意するものとし

ます。

①会員等が所定の申込書、契約書、入会資格審査表等により記入、申告した会員等の氏名、性別、生年月日、続柄、住所、電話番号、

メールアドレス、 勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等（本契約締結後に会員等から通知を受ける等

により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ。）

②商品の申込日、商品契約成立の有無、商品契約成立日、会員番号、会員権価格、所有不動産、運営管理費等の契約内容、および商品

契約終了の有無等に関する情報

③運営管理費等の請求およびお支払い状況等に関する情報

④施設の利用状況、インターネットの利用状況等に関する情報

⑤会員等、事業者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項に関する情報

⑥官報、電話帳、住宅地図等に公開されている情報

⑦その他当社の特典およびサービスを当社が会員等に提供するためおよびそのマーケティング活動のために利用する情報

第4条（個人情報の利用目的の表示）

当社は、下記の目的のために会員等の個人情報を利用します。

①当社と会員等との契約にかかる会員等カード発行、会員等管理、商品・サービス等の提供

②当社の取扱う商品・サービス等について、当社からの宣伝印刷物の送付・Ｅメールの送信等の方法によりご案内すること

③会員等の満足度等を高めるために実施するマーケティング活動および商品開発

④共同利用会社（第５条に定めるものをいう。）の取扱う商品・サービス等について、当社からの宣伝印刷物の送付・Ｅメールの送信等の方法

によりご案内すること

⑤上記の各業務に付帯・関連する業務を実施することおよび法律上必要な諸手続を履行すること

第5条（個人情報の共同利用会社）

当社は第4条に定める利用目的のため、有価証券報告書等に記載されている当社の子会社および関連会社（以下「共同利用会社」という。）と

共同利用契約を締結し、当社を管理責任者としたうえで、第3条に定める個人情報を共同利用します。

注）「有価証券報告書等に記載されている当社の子会社および関連会社」につきましては、当社のホームページ（http://www.resorttrust.co.jp/）

にて公表しております。

第6条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社および第５条で記載する共同利用会社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

なお、開示請求の受付は、末尾に記載の窓口とします。
２．前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類（自動車運転免許証、パスポート等）を提示する等、開示請求先所定の手続き

に従うものとします。手続きにあたり必要となる手数料は会員等の負担となります。
３．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとしま

す。訂正または削除請求の受付も、末尾に記載の窓口とします。

第7条（本規程に不同意の場合）

会員等が、必要な記載事項（申込書等で会員等が記載すべき必須の事項）の記載を希望しない場合および本規程の内容の全部または一部を
承認できない場合、当社所定のサービスが受けられなくなる場合があります。

第8条（個人情報の提供・利用の停止の申出）
本規程による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用・提供している場合であっても、会員等から停止の申出があった場合、当社での利用

および第５条にもとづく当社から共同利用会社への提供を停止する措置をとります。ただし、共同利用会社への提供のうち、会員権利に関する
事項および会報誌、請求書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。なお、会員等は、利用停止に伴い、当社所定のサービスが
受けられなくなる場合があります。



⑨-2 個人情報等の取扱いに関する規程

第3章 個人番号および特定個人情報の取扱い

第9条（商品の取引にかかる個人番号および特定個人情報の取扱い）

１．当社は、適正に取得した会員等の個人番号および特定個人情報（個人番号および特定個人情報とは、それぞれ、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）第２条第５項および同法第２条第８項に定めるもの

をいう。）を、第11条に定める事務に必要な範囲で取扱うものとします。

２．当社は、会員等の個人番号および特定個人情報の適正な取扱いと会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに正確性、機密性

の維持に努めるべく会員等の個人番号および特定個人情報を厳重に管理するものとします。

３．当社は、第11条の利用目的を達成するために必要な範囲内で、会員等の個人番号および特定個人情報の取扱いの全部または一部を

委託する場合がありますが、当該委託先企業については、契約を締結のうえ、会員等の個人番号および特定個人情報の取扱いと会員

等のプライバシー保護に十分配慮するよう必要かつ適切な監督をするものとします。

４．当社は会員等の個人番号および特定個人情報を取扱う当社の従業者の監督を十分行い、かつ、正確性、機密性の維持に努めるべく

会員等の個人番号および特定個人情報を厳重に管理するよう指導するものとします。会員等は、自己の個人番号および特定個人情報

の取扱いに関し、本規程に定める内容に同意したうえで、当社との契約を締結するものとします。

第10条（個人番号および特定個人情報の収集、保管、利用）

１．当社は、会員等の個人番号および特定個人情報を適切かつ適法な方法で収集します。

２．当社は、第11条で定める利用目的の範囲を超えて、会員等の個人番号および特定個人情報を収集、保管しないものとします。

３．当社は、第11条で定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、会員等の個人番号および特定個人情報を取り扱わないものとします。

４．当社は、会員等の同意があったとしても、利用目的を超えて会員等の個人番号および特定個人情報を利用しないものとします。

５．前2項の規定に関わらず、下記に該当する場合には、第11条の規定に定める利用目的の範囲を超えて会員等の個人番号および特定

個人情報を取り扱うことができるものとする。

人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得る

ことが困難であるとき

第11条（個人番号および特定個人情報の利用目的）

当社は、会員等から取得した個人番号および特定個人情報を以下の事務を行うために必要な限度で利用します。

①報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務

②不動産の使用料等の支払調書作成事務

③不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

④不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務

第12条（個人番号及び特定個人情報の提供制限）

当社は、番号法第19条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無に関わらず、会員等の個人番号および特定個人情報を第三者に提供

しないものとします。

第13条（個人番号および特定個人情報の開示・訂正・削除・廃棄）

１．会員等は、当社に対して、自己に関する個人番号および特定個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求

の受付は、末尾に記載の窓口とします。

２．前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類（個人番号カード、通知カード、自動車運転免許証、パスポート等）を提示

する等、開示請求先所定の手続に従うものとします。手続きにあたり必要となる手数料は会員等の負担となります。

３．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものと

します。訂正または削除請求の受付も、末尾に記載の窓口とします。

４．当社は、第11条に定める事務を処理する必要がなくなった場合で、かつ、所管法令において定められている保存期間を経過した場合

には、会員等の個人番号をできるだけ速やかに削除または廃棄するものとします。ただし、その個人番号部分を復元できない程度に

マスキングまたは削除した場合には、当該個人番号以外の会員等の個人情報の保管を継続することができます。

５．当社は、前項に基づき会員等の個人番号を削除または廃棄した場合には、削除または廃棄をした記録を保存するものとします。

第14条（本規程に不同意の場合）

会員等が、当社が第11条に定める事務を行うのに必要な個人番号および特定個人情報を含む必要な記載事項（申込書等で会員等が記載

すべき必須の事項）の記載を希望しない場合および本規程の内容の全部または一部を承認できない場合、当社所定のサービスが受けられ

なくなる場合があります。

第15条（個人番号および特定個人情報の提供・利用の停止の申出）

第11条の範囲内で当社が個人情報を利用している場合であっても、会員等から停止の申出があった場合、当社での利用を停止する措置を

とります。なお、会員等は、利用停止に伴い、当社所定のサービスが受けられなくなる場合があります。

第4章 雑則

第16条（本規程の変更）

本規程に変更が生じた場合には、会報誌等への掲載、郵送または当社のホームページでの公表により会員等に通知するものとし、当社の

ホームページに掲載されているものを最新版とします。

個人情報に関するお問い合わせ窓口

リゾートトラスト株式会社 インフォメーションセンター(RIC) / TEL：0120-500-705 FAX：052-933-1023



2018年 3月 　　1日

【お申し込み・ご回答方法】

※私は別紙「個人情報等の取扱いに関する規程」に同意の上、申込みをします。 

又、下記情報は利用管理の為、契約先法人に提供されることに同意します。

　　　　　2018年　　　4月　　　7日（ 土　）　～　　　4月　　　8日（ 日　）　　　　　1　泊

　　　　　2018年　　　4月　　14日（ 土　）　～　　　4月　　 15日（ 日　）　　　　　1　泊

　　　　　2018年　　　4月　  21日（ 土　）　～　　　4月　　 22日（ 日　）　　　　　1　泊

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

〒500-8570 緊急連絡先（ＴＥＬ）

（　携帯　・　会社　・　自宅　）

大人（男性） 1 名　 大人（女性） 1 名　
合計人数 客室数

子供 1 名　 添寝幼児 1 名　 4 名　 1 ﾙｰﾑ　
【添寝幼児】・・・寝具が不要な5才以下のお子様の人数をご記入ください。

　　車（　　1　　）台　・　鉄道　・　その他（　　　　　）

【駐車場】・・・ホテルによっては予約制や台数に限りのある場合もございますので必ずご記入ください。

■　１泊目 ■　２泊目
（ﾚｽﾄﾗﾝ名） （ﾚｽﾄﾗﾝ名）

円 × 2 名 円 × 名

円 × 2 名 円 × 名

　和食　・　洋食　・　バイキング 　和食　・　洋食　・　バイキング

　その他（　　　　　　　　　　　　） 　その他（　　　　　　　　　　　　）

× 　 名 × 　　名
※宿泊プランご利用の際は金額欄に「プラン名」をご記入ください。

※レストラン名やお食事料金は、上記 空室情報ＷＥＢサイト　あるいは　組合ＷＥＢサイトにてご確認ください。

（その他　手配事項、ご希望があればご記入ください。）

※子供がいるので、夕食は早い時間でお願いします。

○ご予約は1年前の同日より受け付け致します。但し、ご予約の確定・回答はエクシブ施設は1ヶ月前の同日、

　 リゾーピア・サンメンバーズ・トラスティ施設は、即日（予約センター営業日の3日以内）となります。

　　（１ヶ月以内のご予約であれば、予約センター営業日の3日以内にご回答いたします。）

○エクシブ施設はキャンセル料が掛かりませんが、互助組合で契約している365室の宿泊権利数から

　 キャンセルした室数が差し引かれますのでご注意ください。

○ﾘｿﾞｰﾋﾟｱ・ｻﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ施設のホテルは取消・変更の場合ｷｬﾝｾﾙ料を頂戴いたします。

　■通常期間：ご利用日の７日前より

　■特別営業期間 : ご利用日の１４日前より

     ※特別営業期間とは、4/29～5/5、7/25～8/20、12/30～1/5の期間です。

　　※特別営業期間は、1泊2食付のご予約が原則となります。

　■エクシブ施設同様に、宿泊権利数からキャンセルした室数が差し引かれます。ご注意ください。　

○トラスティ施設は前々日からｷｬﾝｾﾙ料を頂戴いたします。

○互助組合員全員で365室の権利を契約していますので、上限に達した場合は利用できなくなります。

備考

<<リゾートトラスト回答欄>>

ご用意が出来ましたら、予約ナンバーを記入致します。

058-272-8896

ご利用者
自宅住所

ご宿泊
人数

ご利用
交通手段

ご到着予定時間 16：00　　　頃

レストラン
のご予約

お席のみご予約の
場合はレストラン名
をご記入ください。

ご夕食 ご夕食

ご朝食 ご朝食

ホテル名
第１希望 第２希望

第３希望 第４希望

ご利用代表者名

ご年齢

〇〇歳

所属所名 岐阜県立〇〇学校

連絡先ＴＥＬ

回答返信先ＦＡＸ

ご利用
希望日

第１希望

第２希望

申込日

会員No. マイリゾートプラン

会員名 岐阜県教職員互助組合

職員番号 組合員氏名123456

8,640

1,620

浜名湖 琵琶湖

鳥羽本館 山中湖

岐阜　県太郎

組合員との続柄（該当に○）

岐阜　県太郎

　岐阜市薮田南2-1-1
090-1234-5678

イタリアン（ルッチコーレ）

　　　　ギフ　ケンタロウ

本人　・　同居家族

第３希望

058-278-3597

リゾートホテル 予約申込書

＜WEBサイト＞ http://www.resorttrust.co.jp/

TEL ０５２－２１８－８６４４

FAX ０５２－２１８－８７４４

リゾートトラスト㈱ 中部第一営業部

予約センター

ご利用者 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ㈱

ご回答をさせて頂くＴＥＬ・ＦＡＸ番号を
ご記入下さい。

ご利用日・ホテル名はできるだけ多く
ご記入下さい。
ご希望日の早い順のお手配となります。

ご希望のルーム数をご記入下さい。
各ホテルの定員数により変わる場合も
ございます。
添寝幼児は原則５才以下のお子様で、
寝具を必要とされないお子様の人数を
ご記入下さい。
ルームチャージの料金はホテルにより
多少金額の開きがあります。

駐車場が予約制のホテルもございます。
必ずご記入下さい。

チェックインは15：00～となっております。
チェックアウトは～11：00です。

テニスコートやエステなどのホテル
付帯施設、ゴルフ手配やその他連絡事項が
ございましたらご記入下さい。

詳しいメニューやご案内はホームページを
ご覧ください。

◎施設のご案内
◎お食事料金のご案内
◎イベント情報

◎交通アクセス
◎付帯施設一覧表
◎交通アクセス

◎周辺観光

URL :  http://www.resorttrust.co.jp/

⑩ 予約申込書（記入例）


