
ご予約・お問い合わせ先　　※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、受付時間が変更になる場合がございます。

エクシブ総合予約センター                     

2022年5月

（各S＆M 9:00～18:00／平日）

●東京S&M　 　　  TEL.03-6731-0133
●横浜S&M　 　　  TEL.045-523-7380
●名古屋S&M
　第一・四グループ　 TEL.052-310-2030
　第二グループ 　　 TEL.052-307-3718
　第三グループ 　　 TEL.052-307-3719
●大阪第一S&M　   TEL.06-6733-0029
   大阪第二S&M　   TEL.06-6733-0048
●法人S&M
　東京第一グループ  TEL.03-6731-0077
　東京第二グループ  TEL.03-6731-0070
　名古屋グループ　  TEL.052-310-2220
　大阪グループ　　  TEL.06-6315-0231

TEL.0570-03-1111（ 9：00～17：00／年中無休 ）

9：00～17：00
※休業日：日・祝日、 4/29～5/5、
　 　　  8/10～16、12/30～1/5

サンメンバーズ会員様のエクシブのご予約
サンメンバーズ総合予約センター
（9：00～17：00　※休業日：土・日・祝日、4/29～5/5、8/10～16、12/30～1/5）
東京／TEL.03-5323-8210　名古屋／TEL.052-218-8688　大阪／TEL.06-6315-6339

サンメンバーズ リゾートのご予約
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

TEL.0557-83-7134
TEL.0772-83-1383
TEL.0977-25-2161
TEL.0575-73-2222
TEL.075-882-5194

今、ここでしか味わうことのできない日本各地の旬の素材を
生産者の想いとともにお届けします

今、ここでしか味わうことのできない日本各地の旬の素材を
生産者の想いとともにお届けします

コレクション

※掲載の写真はイメージを含みます。

生産者を応援



午前3時、日本でいちばん早い“競り”が始まる
人口160万人を擁する大都市・福岡市もすっかり寝静まる午前3時。漁獲高国
内トップクラスの博多漁港に隣接する「福岡市中央卸売市場 鮮魚市場」で
は、日本でもっとも開始時間が早い“競り”がスタートします。仲卸業者はお客様
が求めている水産物を確実に手に入れるため、水揚げされたすべての水産物
の種類、量、形、サイズなどを下調べし、目星を付けてから競りに臨みます。「入荷
量も質も毎日違うため、何をいくらで競り落とせるかは、その日にならないとわかりま
せん。極端な例ですが、結納用の鯛の注文を受けている日に、自信を持ってお
届けできる鯛が一枚しかないときは、20万円でも30万円でも競り落とします。でも
売値はもちろん相場です…」と語るのは、有限会社こん善商店の水野 寛憲さ
ん。キャリア20年以上のベテラン仲買人です。「産地（漁場）が同じでも、獲って
からの処理の仕方で魚の質が変わるため、どの船から揚がったものなのかを
チェックします」と続け、お客様に喜んでいただくためには、信頼している漁師さん
が獲ってきた水産物をいかに競り落とすかも重要になると言います。

料理人や美食家たちを唸らせる玄界灘の水産物
「玄界灘の魚も貝も質が高く、一度でも料理したり味わったりしたことのある料理
人や美食家の方たちを虜にするほどです。しかし、コロナ禍で外食市場が冷え込
み、水産物の取り扱いが例年の8割減にまで落ちた月もあった」と語る水野さん。
そんなとき、水野さんは玄界灘で獲れた水産物をリゾートトラストへ積極的にアピー
ルし、おすすめした旬のアカムツを使ってもらったところ、その質の高さに料理長に
とても喜ばれ、その後、直接注文を受けるに至ったこともあるそうです。リゾーピア
別府の料理長大越も「玄界灘の魚や貝は別格です。黒鮑はうま味が濃くて、
火を入れても縮まないのには驚きます。焼く、煮る、蒸す…どう料理しようかとイメー
ジが膨らみます。甘鯛はお腹が厚く、脂がのっていて絶対的にやわらかい。ウロコ
焼きにすると、ウロコのサクサク感と身のフワッ
とした食感のメリハリが楽しめるひと品になりま
す」と目を輝かせます。料理人として毎日食
材を見極めていても「仲買人さんの目利きに
は適いません」と、こん善商店さんへ絶大な
信頼を寄せています。リゾートトラストの他ホテル
の料理長へも、こん善商店さんをよくおすすめ
するそうです。料理人も仲買人も想いはひとつ。
本物を求める美食家のみなさまへ、玄界灘
の水産物を通して食の感動をお届けして
いきたいと考えています。

コロナ禍の中、農畜水産物の生産者様は苦境に立たされながらも、
新鮮で安全で美味しい食材を人々へ提供するために、懸命に努力されています。
私たちは、日本各地の旬の幸を“応援食材”として積極的に仕入れ、
料理長たちがこだわりの美食に仕上げ、生産者様の情熱とともにみなさまへお届けします。
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旬の食材を生産者の想いとともに Vol.2
魚介類・肉・野菜などの生産者を応援する料理フェア企画「旬Collection」。

今回ご紹介する応援食材は、世界有数の漁場として知られる玄界灘の「黒鮑」「甘鯛」「鮪」です。

福岡市中央卸売市場 鮮魚市場で競りの様子を拝見し、仲卸業者の有限会社こん善商店さんにお話を伺いました。

［ 取材・撮影協力 ］
鮮魚仲卸 有限会社こん善商店
福岡市中央区

コレクション

有限会社こん善商店さんは、現在代表を務める鬼鞍 龍幸社長の祖父が明治25年に創
業。“博多の魚”とともに歴史を歩んできた老舗の鮮魚仲卸業者です。鮮魚市場内にふた
つの店を構え、黒鮑、甘鯛、鮪をはじめ日本海や東シナ海で獲れたさまざまな水産物を取り
扱っています。

九州北西部に位置する玄界灘は、大陸棚や対馬海流がつくり出した世界有数の漁場であり、鮑の好物である海藻
も豊富に生息。美味しい海藻をたっぷりたべて育った玄界灘の黒鮑は、滋味をたくわえた鮑界の王様です。

左／有限会社こん善商店 特殊課 水野 寛憲さん
右／リゾーピア別府 料理長 大越 美徳

早くて午後8時頃から、博多漁港を
はじめ九州各地の港で水揚げされ
た水産物が鮮魚市場へ集まってき
ます。ここから東京や大阪などの大
都市圏を中心に日本全国へと出
荷されるため、日本でいちばん早く
午前3時に競りがスタートし、午前4
時には搬出が始まります。

今回の「旬Collection」では玄界灘の旬の幸をお届けします

※写真はイメージを含みます。
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エクシブ湯河原離宮

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。 
※千葉県産伊勢海老は2022年8月1日（予定）からのご提供となります。

●7種のオードブル
●甘美なる憂鬱 白桃のブルーテ 毛蟹のサラダとフォアグラカナールのテリーヌ 
　チョコレートのシャンティ
●黒毛和牛Ａ５ランクフィレ肉シャトーブリアン イチジクの香りをまとわせて
●N style カルボナーラ
●キジハタのヴァプール アスパラガスのアクセント
●千葉県産伊勢海老のポワレ パッションフルーツとレモンのラヴィゴットソース
●メロンのスープに浮かべたライチとラベンダーのエスプーマ
●みずみずしいシャインマスカットとベルガモットのソルベ 赤紫蘇のジュレ

料金／22,000円（税込）

料金／22,000円（税込）

中国料理 翆陽
提供期間／～2022年9月13日（火）

●新玉ねぎ玉子豆腐 胡麻和え 新里芋 隠元豆
●うなぎ山椒焼 おかひじき 茗荷
●鮑吉野煮 肝あんぺい 若布
●石鰈 本鮪 生雲丹 山葵 土佐醤油
●黒毛和牛フィレ 白おこわ
●賀茂なす 煮卸
●甘鯛一汐 アスパラ 淡雪塩
●鴨南蛮稲庭うどん
●季節の果実と華暦謹製デザート

●アミューズ
●ガラスにちりばめた前菜盛り合わせ
●青ザメのふかひれ姿煮込み 濃厚白湯ブラウンソース
●北京ダック カービングサービス
●黒鮑の強火炒め 龍井茶の香り
●オマール海老のマレーシア風チリソース 蒸しパンと
●海鮮入りゴマ冷やしそば
●杏仁豆腐の白桃ジュレ掛け 特製中華菓子を添えて

料金／22,000円（税込）

※日本料理・イタリア料理・中国料理は2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。※写真はイメージを含みます。 
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。※お米は国産米を使用しています。

エクシブ箱根離宮
提供期間／2022年6月1日（水）～8月31日（水）

イタリア料理 リストランテ マレッタ
提供期間／～2022年9月13日（火）

日本料理 湯河原 華暦
提供期間／～2022年9月6日（火）
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料金／22,000円（税込） 料金／22,000円（税込）
●鮑柔らか煮 生雲丹 生湯葉 鼈甲餡 山葵 煮穴子小袖寿司 合鴨ロース煮 
　車海老キャビア添え 蓮芋海鼠腸掛け オクラ胡麻和え
　お多福豆甘露煮
●清汁仕立て 牡丹鱧 大黒しめじ 冬瓜 針茗荷 梅肉 柚子
●サザエ 鮪 鯵 平目 山葵 紅蓼
●伊勢海老の黄味煮 丸なす阿蘭陀煮 ふかひれ餡 針葱 糸唐辛子 木の芽
●甘鯛柚庵焼 青梅蜜煮 酢橘 はじかみ
●神戸牛ロース小鍋仕立て 白菜 椎茸 笹がき牛蒡 水菜 長ねぎ 豆腐 温泉玉子
●うなぎとろろご飯 小田原いいちみその味噌汁 香の物
●料理長おすすめデザート

●“Quattro piccoli” 箱根離宮 Tanaからの贈り物
●鮑のマリネ キャビアと北海道産ホワイトコーンとともに
●小田原漁港からの金目鯛とシャモの出会い…
●カナダ産オマール海老とイタリア産からすみの生パスタ トマトソースと合わせて
●玄界灘産甘鯛とハモンセラーノ 折戸なすのコンソメ煮
●神戸牛ロース肉の低温調理 ズッキーニとトマトのティアン
●リゾット…Coquillage ～貝～
●マンゴーのボストック
●パンと二種類のジャムとスモーククリーム
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料金／22,000円（税込）
●前菜四種 いさきの焼霜造り 鱧のフリット 枝豆のムース 白海老の茶碗蒸し
●フォアグラと賀茂なす トリュフソース
●鮎の塩焼 たで酢ソース
●【炭火焼】玄界灘産甘鯛のお椀
　【鉄板焼】玄界灘産甘鯛の昆布締め スープ仕立て
●蝦夷鮑とグリーンアスパラ ジロール茸ソース
●近江牛ロースと黒毛和牛ロース 玉ねぎスライス にんにくチップ
●【炭火焼】月替わり土鍋ご飯 味噌汁 香の物
　【鉄板焼】小田原産はるみのガーリックライス 味噌汁 香の物
●ライチとココナッツ

料金／22,000円（税込）
●オマール海老のサラダ仕立て・小田原漁港から届いた鮮魚の御造り入り
　翆陽特製前菜盛り合わせ
●ふかひれ姿と雲丹のロワイヤルスープ ～雲丹の老酒漬けを添えて～
●蝦夷鮑・するめいか・黄韮のあっさり炒め 雀巣仕立て 
　帆立貝柱のカダイフ巻きはチリソースで
●北京ダック ～カービングスタイル～
●活オマール海老セレクション（下記より1品をお選びください）
　活オマール海老のチリソース とうもろこしの泡とともに
　活オマール海老ととうもろこしの蒸しもの 二種ソース
　活オマール海老ととうもろこしの蝦醤炒め XO醤を添えて
　活オマール海老・板春雨・とうもろこしの煮込み
●甘鯛と折戸なすの煎り焼 香味野菜ソース
●神戸牛ロースと近江牛ロースの食べ比べを一口サイズで 山椒ソース
●燕の巣入り杏仁豆腐・季節のデザートと中国菓子盛り合わせ
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日本料理 箱根 華暦 イタリア料理 リストランテ ターナ

炭火・鉄板焼 杜季 ※炭火焼、鉄板焼よりお選びください。中国料理 翆陽
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エクシブ京都 八瀬離宮
提供期間／2022年6月22日（水）～9月6日（火）

※中国料理は2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

●フルーツコーンのピュレにうなぎのスモーク 雲丹のブランマンジェと共に
●伊勢志摩より直送の黒鮑 エシャロットの焦がしバターソース
●鱧とマッシュルーム ピザ窯で焼き上げたココット仕立て
●季節野菜のスープ
●スパゲッティーニ 姫島の車海老と万願寺とうがらし
●87℃のコンソメで42秒加熱した神戸牛ロース ジロール茸と蓮根のリゾット
●桃の瞬間コンポート エルダーフラワーのジュレとバニラのジェラート

料金／22,000円（税込）

料金／22,000円（税込）

中国料理 翆陽

●北海道産毛蟹味噌和え 汲み上げ湯葉 防風 西陣 孝太郎の酢の林檎酢の
　ジュレ 鯛の昆布〆の浸し いくら 蓮芋 オクラ 海ぶどう 独活
●アコウの潮仕立て 引き上げ湯葉と白瓜 酢橘 木の芽
●おこぜ重ね造り 車海老油霜 縞鯵 本鮪 シブレット 生姜 山葵
●鮑しゃぶしゃぶ アスパラ 生木耳 茗荷 肝醤油
●淡路島産鱧瞬間炭火焼 淡路玉ねぎ 福井梅の梅山葵 花穂紫蘇
●神戸牛の漬け焼と賀茂なす 万願寺とうがらし 針葱 山椒ソース 木の芽
●釜炊ご飯 魚沼産「雪椿」 香の物 赤だし
●抹茶蕨餅の抹茶あんみつ 半兵衛麩の生麩 小豆 抹茶アイス

●八瀬離宮翆陽のご馳走前菜
●ふかひれの煮込みとたらば蟹
●北京ダック オレンジのリキュールをまとわせて
●伊勢海老の四川風唐辛子炒め 山椒の香り
●蝦夷鮑の葱生姜強火蒸し うまみ醤油
●牛肉入り麻婆豆腐と白ご飯 または 南高梅の冷麺
●チャイニーズデザートプレート

料金／22,000円（税込）

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。 ※千葉県産伊勢海老は2022年8月1日（予定）からのご提供となります。

エクシブ有馬離宮

イタリア料理 トラットリア ジョバーノ

日本料理 京都 華暦
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料金／22,000円（税込）

料金／22,000円（税込）

●車海老 蛸艶煮 蓮芋 オクラ 冬瓜 刻み茗荷 利久ソース 冷製とうもろこしお玉蒸し 
　雲丹 とうもろこし餡 スイートコーン
●吉野仕立て 淡路島産鱧 冬瓜 輪酢橘
●けんさきいかそうめん 卸し生姜 花穂紫蘇 徳島県産太刀魚 兵庫県産アコウ 本鮪 
　あしらい一式 土佐醤油
●伊勢海老香煎揚げ 黒酢を使った野菜甘酢餡掛け
●神戸牛フィレ イチジク ベビーリーフ トリュフ薫る黄身ダレ 山葵
●玄界灘産黒鮑の調理法をお選びください
　鮑と鳴門若芽の和風バター焼
　鮑の天婦羅 藻塩 天だし
　鮑と鳴門若芽のしゃぶしゃぶ 柚子胡椒
●神戸牛と淡路島産玉ねぎの土鍋ご飯 赤だし 香の物
●ブランマンジェ珈琲 金平糖 フルーツジュレ掛け 笹巻マンゴー葛餅

●鮎のコンフィと胡瓜のライスサラダ 肝のソースと枝豆
●オマール海老のボイルと桃のサラダ仕立て 
　ソーテルヌのジュレと桃とホエーのソース 柑橘のフレーバー
●黒鮑のソテーと焦がしバターソース 
　香りよく焼き上げた旬野菜とハーブ オリーブのパウダーを添えて
●甘鯛の鱗焼となすのロースト つぶ貝 
　トウガンの煮込みと生姜香るコンソメスープ
●毛蟹と生雲丹のオイルパスタ
●本日のお口休め
●神戸牛フィレ肉の低温ロースト 季節野菜とローズマリー香るソース
●小さなチーズ達とイチジクのジャム
●マンゴーとサワークリームのカネロニ トンカ豆の香り 
　プリックリーペアのソルベと季節の果実のソース
●プティ・スイーツ

鱧×

黒
鮑×

伊
勢
海
老

神
戸
牛×

黒
鮑×

甘
鯛

料金／22,000円（税込）

吉
切
鮫
の
ふ
か
ひ
れ×
伊
勢
海
老×

黒
鮑

●前菜盛り合わせ 翆陽スタイル
●吉切鮫のふかひれ煮込み 煎り焼仕立て
●北京ダック 目の前での演出
●千葉県産伊勢海老の炒め レタス包み

日本料理 有馬 華暦
提供期間／2022年6月22日（水）～8月24日（水）

イタリア料理 マレッタ
提供期間／2022年6月16日（木）～9月5日（月）

中国料理 翆陽
提供期間／2022年6月21日（火）～9月5日（月）

淡
路
島
産

淡
路
島
産
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●黒鮑 素材を生かした強火蒸し
●黒毛和牛のロースト 季節野菜添え
●南高梅の冷麺 または 五目蒸しおこわ
●甜点品とフルーツ

玄
界
灘
産

千
葉
県
産



エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ
提供期間／2022年6月22日（水）～8月24日（水）

※2名様より承ります。※4日前までの要予約。※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。※お米は国産米を使用しています。

料金／25,300円（税込）
●淡路島産逆さ雲丹 北海道産帆立炙り 賀茂なす阿蘭陀煮 白だつ 美味だしジュレ 花穂 香味干し海苔 本山葵
●神戸牛 大根餅 さやいんげん 六甲シャンピニオン 実山椒 肉吸い
●甘鯛昆布〆 中トロ 太刀魚藁焼 あしらい一式
●北京ダック風香ばしい天然うなぎ辛子焼と白瓜のざく 焼なす醤油 金紙玉子 
●芳醇小鍋仕立て 伊勢海老 ふかひれ 鮑 万願寺とうがらし 六甲布引の水で仕立てた 白い胡麻豆腐香煎揚げ オイスターソース 干し貝柱スープ餡  
●兵庫の恵み 沼島近海産鱧のしゃぶしゃぶ 淡路島産玉ねぎ 生胡椒
●サマートリュフと焼とうもろこしの土鍋ご飯 神戸牛すじ肉のぼっかけカレー煮込み 赤だし 香の物
●六甲お楽しみ

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

エクシブ那須白河

割烹 樺林
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逆
さ
雲
丹×

伊
勢
海
老・ふ
か
ひ
れ・鮑×

神
戸
牛

料金／16,500円（税込）

料金／16,500円（税込）

●季節の前菜五種盛り
●鱧葛叩き
●三陸産がぜ雲丹と本鮪 真鯒 ぼたん海老
●新潟県産のどぐろ炙り寿司
●天然黒鮑柔らか煮と冬瓜含め煮
●新潟県産のどぐろすだち醤油焼
●前沢牛サーロイン低温調理と揚げ賀茂なす 山椒味噌添え
●焼鱧土鍋ご飯ひつまぶし風
●季節のデザート盛り合わせ

●〈オマール海老〉トマトジュレ キャビアのアンサンブル
●〈三陸産ホヤ〉グラチネ
●〈ホワイトアスパラガス〉伊達鶏胸肉
●〈北海道十勝産えんどう豆のスープ〉冷たいコンソメ 雲丹
●〈玄界灘産黒鮑〉ソースポルトブラン
●〈天然のどぐろ〉ナージュ
●グラニテ
●〈岩手県産前沢牛〉マルサラ香るソース
●グランデセール

天然黒鮑×のどぐろ×前沢牛

黒鮑×前沢牛×オマール海老

淡
路
島
産

日本料理 花木鳥
提供期間／～2022年8月22日（月）

フランス料理 オークヴィル
提供期間／～2022年7月13日（水）

新潟県産

玄界灘産 岩手県産

岩手県産

サマートリュフと焼とうもろこしの土鍋ご飯は2名様の盛り付け例です。



エクシブ山中湖

※2名様より承ります。 ※日本料理・イタリア料理は5日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

●宮ザキ園のわ紅茶・サスエ前田さん仕立ての魚・北山農園セレクション
●オマールブルーのポテトサラダ
●とうもろこしのブルーテと甲殻類のラビオリ仕立て
●真鯛とからすみのパスタ 浜名湖産あおのりと葱
●蝦夷鮑のソテー シラスとブロッコリーをソースとして　
●神戸牛の低温調理52℃の世界 シェリービネガーソース
●エクシブ山中湖パティシエの魅力…白桃を使った表現

料金／17,600円（税込）

料金／16,500円（税込）

中国料理 翆陽
提供期間／2022年6月23日（木）～ 9月7日（水）

●蒸し鮑と夏野菜 蓴菜 生雲丹 海苔酢ジュレ
●淡路沼島の鱧葛打 柚子
●本アコウ 車海老 本鮪 伝助穴子
●狩野川の鮎汐焼 蓼酢
●焼賀茂なすと焼ふかひれ 毛蟹あん
●神戸牛低温調理備長炭ロースト 炭香ファームのヤングコーン 　
   発酵バターソース
●釜炊き武川の48米 煎茶としらすの炊き込み 香の物 赤だし
●本日のデザート

●夏の食材と伝統的なチャイニーズオードブルを色鮮やかに
●ふかひれ尾びれの姿煮込み 6時間煮出した上湯スープで
●高温で焼き上げた北京ダック 烤鴨餅で巻いて
●高級魚ナポレオンフィッシュの強火蒸し 中国野菜と共に
●伊勢海老のぶつ切り 濃厚なチリソース
●神戸牛ロースの低温調理 旬菜のサラダを添えて
●胡麻香る冷やし担々麺
●蓮の葉で包んだ中国おこわ
●滑らかな杏仁豆腐 とうもろこしジェラート 白桃 パイナップル入りココナッツタルト

料金／16,500円（税込）

※2名様より承ります。※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

エクシブ軽井沢
提供期間／2022年7月7日（木）～10月3日（月）

イタリア料理 リストランテ イルコローレ
提供期間／2022年6月23日（木）～ 9月7日（水）

日本料理 花木鳥
提供期間／～2022年7月6日（水）
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天
然
鮎×

鮑×

神
戸
牛神

戸
牛×

オマ
ー
ル
ブ
ル
ー×

サ
スエ
前
田
さ
ん
仕
立
て
の
魚

ふ
か
ひ
れ×
ナ
ポレ
オ
ンフ
ィッシュ×

神
戸
牛

料金／17,600円（税込）

料金／17,600円（税込）

●北海道毛蟹共和え 白だつ 蟹酢ジュレ アメーラトマト摺り流し 
　叩きオクラ 汲み湯葉 うまだし餡 カマンベールサンド キャビア
●丸仕立て 寄せおこぜ 順才 針葱 木の芽 忍び生姜
●おこぜ薄造り 肝ポン酢 薬味 酢橘 毛蟹塩茹で レモン 
　蟹酢 本鮪と長芋 山葵
●天龍鮎香り焼 鱧寿司 酢橘 蓼酢
●鮑と丸なす 大豆 青唐辛子 肝垂れ 利休餡 木の芽
●神戸牛鍬焼 アスパラ 神戸牛コロッケ 山葵
●うなぎひつまぶし風ご飯 薬味 香の物 または 手打ち蕎麦
●安養寺味噌大福 クリームチーズ 抹茶アイス  花豆 寒天 
　枇杷檸檬煮ジュレ掛け 西瓜

●～プロローグ・ソワレ～ 信州の清流からの贈り物
●シベリアンキャビアと雲丹のカッペリーニ 昆布だしとブイヨン・ド・レギュームのジュレ
●甘海老とたこのマリネ 風味豊かなリーフとオリーブのアクセント
●青海苔とハーブをまとった帆立貝柱のムニエル 
　新玉ねぎのグレックとプティ・ポワ アトリエ・ド・フロマージュのブルーチーズ“翡翠”のうま味
●うなぎ／丸なす／フォアグラ Ver.2022
●御牧ヶ原産白土馬鈴薯とコンソメのポタージュ“パリソワーズ” 天使の海老のア・ラ・ブロッシュ
●発酵バターでソテーした黒鮑 スペルト小麦と八重原米のリゾット・クロカン
　モリーユ・ア・ラ・クレーム トリュフの香り
●伊勢海老のロティとそのジュ ブイヨンでブレゼした冬瓜添え ソース・バンブラン
●小諸産苺のフレッシュとコンポート 水の雫ジュレ
●神戸牛ロースをトリュフブリオッシュで包み焼にして とうもろこしのデクリネゾンと共に 
　長野県産赤ワインのソースとティムットペッパーのアクセント
●アマゾンカカオのコンポジション ローズマリーのパフューム

神
戸
牛×

お
こ
ぜ×
毛
蟹シベ

リ
ア
ン
キ
ャ
ビ
ア×

伊
勢
海
老×

神
戸
牛

料金／17,600円（税込）

黒
鮑×

金
ア
グ
ー
豚×

神
戸
牛

●彩り豊かな冷前菜の盛り合わせ
●金アグー豚 ミカド珈琲の叉焼
●スペシャリテ ふかひれと冬瓜中国乾貨の蒸しスープ
●黒鮑の強火炒め 旬野菜とともに
●沖縄県産スジアラ「東星班」ブラックビーンズ蒸し　

日本料理 花木鳥

フランス料理 ボナキュー
イタリア料理 ルッチコーレ

中国料理 翆陽

●神戸牛サーロインXO醤炒め
●金アグー豚のさっぱり冷麵
●桜海老入り五目炒飯
●食後のお楽しみデザート
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狩野川の鮎汐焼は4名様の盛り付け例です。 天龍鮎香り焼は2名様の盛り付け例です。



エクシブ蓼科

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

●とうもろこしの冷たいスープ キャビア・アンペリアル 大手川魚店さんの
　信州サーモンとフランス産オシェトラキャビア「ストゥーリア」
●オマール海老とフランス産アリコ・ヴェール アンディーブのサラダ仕立て 
　夏トリュフのマヨネーズソースで
●鮑のソテー じっくり煮込んだラタトゥイユと季節の野菜
●玄界灘産甘鯛とムール貝のエチュベ 3種のパプリカのナージュソースと共に
●神戸牛フィレ肉とフォアグラの“ロッシーニ”風 ソース・カカオ 高原キャベツのブレゼ
●デセール・ファランドール ～シェフ・パティシエ吉村からの贈り物～

料金／16,500円（税込）

料金／16,500円（税込）

中国料理 翆陽
提供期間／～2022年7月10日（日）

●蓼科名物フォアグラの洋風茶碗蒸し 鮎女魚のうすい豆のソース 独活甘酢漬 
　北陸産黒鮑 生雲丹のライムジュレ 花穂 叩きオクラ
●ハマグリと帆立の真丈 柚三つ葉 木の芽 順菜
●本鮪 縞鯵 馬肉 あしらい色々
●伊勢海老の具足煮 アスパラ 丸十 針生姜
●北陸産甘鯛のパリパリ焼 独活金平 煎りからすみ 石川県産水雲 レモン
●神戸牛の網焼 旬のサラダ添え
●うなぎ寿司 酢取茗荷 冷やしとろろそば
●お楽しみデザート

●車海老の冷菜XO醤ソース メバルの御造り 松笠いかのスパイス揚げ 
　帆立貝の紹興酒漬け 鮪生ハム アボカド
●きんきの湯引き ロワイヤルスープ 蟹肉の旨み  
●活黒鮑の二種仕立て 帆立貝柱の炒めもの 湯引きソイソースお粥添え
●北京ダック 有馬山椒の香り 合鴨ロースの山椒炒め  
●ふかひれ尾びれ トロトロ角煮 紅焼仕立て 花巻添え  
●神戸牛のカットステーキ 林檎黒酢ソース  
●蟹肉と枝豆の炒飯 または 海老ワンタン麺
●マンゴー杏仁豆腐 アプリコット チーズケーキ ゴールデンパインライチジュレ

料金／16,500円（税込）

※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

エクシブ初島クラブ
提供期間／2022年6月24日（金）～9月8日（木）

フランス料理 ボナキュー
提供期間／2022年6月21日（火）～9月6日（火）

日本料理 花木鳥
提供期間／～2022年7月15日（金）
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甘
鯛×

黒
鮑×

神
戸
牛 神

戸
牛×

甘
鯛×

オ
シェト
ラ
キ
ャ
ビ
ア黒

鮑×

ふ
か
ひ
れ×

神
戸
牛

料金／16,500円（税込）

料金／16,500円（税込）

●静岡県産うなぎの延命酢掛け 白胡麻ブランマンジェ
●大分県産黒鮑しゃぶしゃぶ
●海の恵み三種盛り
●相模湾産金目鯛手巻き鮨
●伊勢海老と夏野菜の餡掛け
●神戸牛炭火焼 折戸なすと修善寺醤油で作る山椒ソース
●駿河湾産桜海老ご飯 袱紗仕立て 香の物
●大吟醸酒粕アイスと抹茶餡蜜

●オシェトラキャビア・ぼたん海老・黒毛和牛の低温調理のタルタル 
　旬の野菜の菜園仕立て 修善寺醤油の香るソース
●蝦夷鮑の修善寺黒米焼リゾット かつお香るコンソメスープ
●堀江さんの天城軍鶏のパイ包み焼とむね肉の低温調理 
　3種類の増島農園の茸 天城産山葵が香る赤ワインソース
●黒毛和牛のフィレ肉のロティと長谷川農産のマッシュルームのソテー 
　はなまる農園野菜の饗宴 2種類のソースと共に
●～パスタをお好きなグラムで～
　玄界灘産甘鯛の鱗焼とビスクソースで和えたスパゲッティーニ 
　ペコリーノチーズの香り
●季節のフルーツ はなまる農園さんのジェラート

伊
勢
海
老×
神
戸
牛×

金
目
鯛

オ
シェト
ラ
キ
ャ
ビ
ア×

天
城
軍
鶏×

甘
鯛

料金／16,500円（税込）

伊
勢
海
老×

金
目
鯛×
佐
賀
牛

●冷製ふかひれを盛り込んだ彩り前菜
●冬瓜を器にした山海珍味入りスチームスープ
●北京ダック 包餅巻き
●伊勢海老ガーリック風味土鍋蒸し
●相模湾産金目鯛チリソース
●佐賀牛サーロイン オイスターソース
●蒲焼うなぎとアトランティックスモークサーモンの炒飯
●フルーツいろいろ金木犀シャーベット 酸梅湯ジュレ

北
陸
産

日本料理 初海

シーフードイタリアン ポルト

中国料理 翆陽

玄
界
灘
産

北
陸
産

フ
ラ
ンス
産

相
模
湾
産

12

玄
界
灘
産

伊勢海老ガーリック風味 土鍋蒸しは2名様の盛り付け例です。



エクシブ伊豆
提供期間／2022年6月21日（火）～9月5日（月）

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

●稲取キンメ 三島函南産トマトのジュレ
●サマートリュフ フォアグラカナールと静岡県産米なす
●静岡県産生海苔と駿河湾産しらす カッペリーニの冷製パスタ
●静岡県産太刀魚のブレゼ レモンバターソース
●白桃のソルベ
●神戸牛ロース肉のロースト 伊豆産ズッキーニ 山葵風味のベアルネーズ
●伊豆産マンゴーとシャンパンジュレ 沼津井田塩アイス
※提供日／火・木・土・日曜日
※2022年7月16日（土）～8月21日（日）は鉄板ブッフェのご提供となります。

料金／13,200円（税込）

料金／13,200円（税込）
●うしづまチーズ工場 蒼～Sou～静岡ブルーチーズともろこしのすり流しを
　はった玉地蒸し 伊豆産かますと旬野菜の焼浸し オシェトラキャビアと
　真鯛昆布〆の粽寿し
●伊豆産金目鯛の吉野打ち 順菜 茗荷 蓮芋 柚子
●大分姫島産車海老と駿河湾・伊豆産の地魚
●冬瓜と合鴨の白煮 千草仕立て
●甘鯛の雲丹焼と夏野菜の土佐漬け
●佐賀牛の炙りと静岡産折戸なす
●黒鮪の漬けをお好みの食べ方で
　薬味を乗せて手捏ね風に／ ぐり茶のだしを掛けて漬け茶に
●旬の果物と氷菓子
※提供日／月・水・金・土曜日

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。 ※千葉県産伊勢海老は2022年8月1日（予定）からのご提供となります。

エクシブ浜名湖

ラペール

日本料理 黒潮

13 14

佐賀牛×金目鯛×甘鯛

稲取キンメ×サマートリュフ×神戸牛

料金／16,500円（税込）

料金／16,500円（税込）

●すっぽん胡麻豆腐 ふかひれ 才巻海老と賀茂なす 昆布〆 からすみ 雷干し
●鮑の柔か煮と白ずいき 薄葛仕立て 小芋 梅肉
●伊豆産大サザエ姿造りと本日の盛り合わせ 金目鯛の桧木焼霜造り
●浜松産鮎の塩焼 静岡の葉生姜変り揚げ
●近江牛の網焼寿司 浜名湖ぶち海苔と生雲丹
●伊勢海老の玉地蒸し 伊勢海老スープととうもろこしのすり流し
●鱧と実山椒の土鍋ご飯 岡崎八丁味噌のつみれ汁
●静岡メロンと国産マンゴーの抹茶ぱふぇ マスカルポーネクリーム

●Prologue…一口のお楽しみ
●オシェトラキャビアと帆立貝のタルタル フルーツトマトのガスパチョと
　バジルのパンナコッタ
●フォアグラとイチジクのソテー 甘酸っぱいソース パンデピス添え
●柔らかく火入れした蝦夷鮑とサマートリュフ 焼とうもろこしのファロリゾット
●香ばしくローストしたオマール海老 ズッキーニと濃厚な甲殻類のソース
●グラニテ
●近江牛フィレ肉の網焼 サルサヴェルデ ジロール茸と賀茂なす
●宮崎県産アップルマンゴーとパッションのヴェリーヌ
●小菓子

近
江
牛×

大
サ
ザ
エ×

伊
勢
海
老

蝦
夷
鮑×

近
江
牛×

オマ
ー
ル
海
老

料金／16,500円（税込）

大
サ
ザ
エ×

伊
勢
海
老×

ふ
か
ひ
れ

●旬の食材を散りばめた中国前菜盛り合わせ
●ふかひれの煮込み 異なる食感
●北京ダック
●伊豆産大サザエと季節野菜の強火炒め
●千葉県産伊勢海老の姿蒸し 香港海鮮市場スタイル
●黒毛和牛フィレ肉のステーキ 黒胡椒ソース
●浜名湖産うなぎの蒲焼入りおこわ ハスの葉包み
●静岡県産緑茶プリンとココナッツアイスのデザートプレート

日本料理 海幸
提供期間／2022年7月14日（木）～9月7日（水）

イタリア料理 ルッチコーレ
提供期間／2022年6月9日（木）～9月7日（水）

中国料理 翆陽
提供期間／2022年6月9日（木）～9月7日（水）

伊
豆
産

伊
豆
産

千
葉
県
産

伊豆産



エクシブ鳥羽＆アネックス・鳥羽別邸 エクシブ琵琶湖
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※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

料金／27,500円（税込）

日本料理 鳥羽別邸 華暦
提供期間／2022年6月1日（水）～8月31日（水）

●葉盛りゼリー 海女捕り鮑の柔らか煮 伊勢海老 フルーツトマト 
　小芋 ピュアホワイト 豆おくら 柚子 美味ゼリー
●なすの煮浸しと天橋立オイルサーディン キャビアロリ山葵 セルフィーユ 生雲丹
　プリンに瀬戸内キャビアベステルと生雲丹 ペリーラ 毛蟹と新蓮根の緑酢かけ くこの実
●海女捕り鮑のしゃぶしゃぶ吸い鍋仕立て 若布 黄韮 三つ葉 
　別邸のうまみ白ぽん酢添え
●海女捕り鮑のお刺身 肝醤油 伊勢まぐろトロ 茂魚 あしらい一式 
　別邸のうまみ白醤油 はさめず 真珠塩
●焼津水産高校の二年養殖うなぎ蒲焼のお強 花山椒
●海女捕り鮑の炭火焼にあおさだれ添えて 万願寺とうがらし レモン 
　岩戸塩 別邸の肉みそ
●松阪牛炭火焼をイチジクのコンフィチュールソースで 鞘付ヤングコーン 
　焼目イチジク トリュフ塩 葉物
●炊きたて海女捕り鮑釜めし 新生姜 薄揚げ 隠元豆 香の物
●鱧の赤だし
●バンドームロゼ泡のデザート メロンシャーベット マンゴー マスカット 
　杏子の蜜煮 黒豆 ミント

料金／16,500円（税込）

生簀割烹 海幸
提供期間／2022年6月17日（金）～8月31日（水）

●海幸膳菜盛り合わせ
●海の恵に感謝して 本鮪 伊勢まだい 他 盛り合わせ
●赤甘鯛鱗焼
●国産うなぎ二色炭火焼 賀茂なすしぎ焼
●活鮑と季節野菜の蒸し焼 香草バター醤油添え
●伊勢神宮奉納米「伊勢ひかり」釜炊きご飯 海幸自慢の煮付と一緒に
●涼月の水菓子

中国料理 翆陽
提供期間／2022年6月8日（水）～8月31日（水）

料金／16,500円（税込）
●翆陽特製前菜盛り合わせ
●ふかひれ姿の鉄板焼 金華ハム香る上湯ソース
●海鮮パールボックス
　活鮑の煎り焼 XO醤ソース
　海老の炒めもの 実山椒豆豉ソース
　あおりいかのイカスミフリット
●北京ダック Wポーション
●甘鯛の鱗揚げと紹興酒蒸し 二つの食感で
●伊勢まぐろの御造り 青葱ソース
●神戸牛ロースのステーキ 上海黒酢ソース
●メロン入り杏仁豆腐  プチスイーツプレート

甘
鯛×

ふ
か
ひ
れ×

神
戸
牛

料金／16,500円（税込）

イタリア料理 アラゴスタ
2022年6月13日（月）～9月4日（日）

●黒鮑と枝豆のサラダ仕立て
●フルーツトマトの冷製パスタ ホワイトフルーツトマトのエスプーマ
●伊勢海老のスープ仕立て サフランの香り
●甘鯛のカリカリ焼 オニオンとマスタードのピューレ バルサミコの香り
●松阪牛ロース肉の低温調理をグリル 丸なすと香草のオーブン焼 生姜の泡
●鳥羽の甘い思い出にデザートを

伊
勢
海
老×

甘
鯛×

黒
鮑×

松
阪
牛

※中国料理は2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。 ※近江牛は認証近江牛を使用しています。

●北海道産毛蟹と白桃のブランマンジェのパルフェ
●フォアグラのポアレ 穴子となすのミルフィーユ 山椒のアクセント
●渡り蟹のビスクスープ カプチーノ仕立て
●雲丹とアイオリのタリオリーニ
●黒鮑のデクリネゾン 3種類のテイストにて
●近江牛フィレ肉の魅力を 夏野菜とトリュフで表現してペリグーソース
●琵琶湖の思い出に…パティシエ 特製ワゴンデザート

料金／16,500円（税込）

料金／16,500円（税込）
●蓮の葉盛り 蓮豆腐 イチジク胡麻クリーム
●おくらすり流し アコウ葛打ち
●鮑薄造り 生雲丹
　別盛り すずき焼霜 トロ
●鳥塚さんの育てた鮎
●近江牛炭火焼

●吉切鮫 胸びれの冷製
●近江町市場直送海の幸入り中国前菜盛り合わせ
●玄界灘産黒鮑の湯引きスープ 青唐辛子と実山椒和え
●アコウの煎り焼 スパイスの香る香港式カレーソース
●近江牛ロースと桃の甘酢炒め 新生姜のアクセント
●梅肉と大葉の炒飯 または 黒酢の香る冷やし担々麺
●翆陽特製デザート盛り合わせ

料金／16,500円（税込）

鮑×

鮎×

近
江
牛

黒
鮑×

近
江
牛×

ふ
か
ひ
れ

中国料理 翆陽
提供期間／2022年6月2日（木）～7月20日（水）

南欧料理 コモ
2022年6月7日（火）～9月5日（月）

日本料理 日本海
提供期間／2022年7月1日（金）～8月31日（水）

黒
鮑×

毛
蟹×

近
江
牛

海
女
捕
り
鮑×

伊
勢
海
老×

松
阪
牛

赤
甘
鯛×

う
な
ぎ×

活
鮑

16

鳥
塚
さ
ん
の
育
て
た

国
産

鳥塚さんの育てた鮎は2名様の盛り付け例です。

●淡路釣鱧ふりふり
●お好みでお召し上がりください
　近江牛夏野菜カレー
　釜炊き白ご飯 ちりめん山椒煮
　なすと仙台麩の素麺
●水羊羹 カットフルーツ

北
海
道
産

玄
界
灘
産



エクシブ白浜＆アネックス
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※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

料金／16,500円（税込）

日本料理 海幸
提供期間／2022年6月1日（水）～8月31日（水）

●玄界灘産甘鯛昆布〆 南高梅 蓮豆腐 うまだしジュレ 本山葵 ゴールドラッシュすり流し
●薄葛仕立て 蝦夷鮑葛打ち じゅんさい
●鱧のふりふり とろろ醤油 黒鮪中トロ 活サザエ造り
●鱧の天婦羅 甘鯛の天婦羅 天だし マルドンの塩 山椒ソース
●伊勢海老料理
　下記よりお好きな調理法をお選びください
　具足煮/鬼殻焼/天婦羅
●もろこし釜炊きご飯 一口素麺 赤だし
●抹茶ティラミス 季節のカットフルーツ

海鮮中華 翆陽
提供期間／2022年6月2日（木）～8月30日（火）

料金／16,500円（税込）
●翆陽特製前菜盛り合わせ
●ふかひれの姿 鉄板焼 金華ハム香る上湯仕立て
●クエの蒸しもの葱オイルソースと活鮑の煎り焼実山椒と豆豉のソース
●北京ダック Wポーション
●玄界灘産甘鯛の鱗揚げ 旬野菜添え XO醤と共に
●伊勢海老のオリジナルチリソース 空豆のフリットを添えて
●神戸牛ロース肉のステーキ 上海黒酢ソース
●地魚と蛸の炊き込み炒飯 または 翆陽特製冷やし麻辣担々麺
●メロン入り杏仁豆腐 小菓子いろいろ

神
戸
牛×

甘
鯛×

伊
勢
海
老

料金／16,500円（税込）

南欧料理 ラペール
提供期間／2022年6月1日（水）～8月31日（水）

●伊勢海老のサラダ仕立て スパイシーなマンゴーソース
●とうもろこしの冷製スープ パリソワール風
●玄界灘産甘鯛のクルスティアン（鱗焼） クレソンのクーリーにからすみのアクセント
●柔らかく焼き上げた玄界灘産黒鮑 和歌山県北山村産じゃばらの焦がしバターソース
●本日のお口直し
●神戸牛ロース肉のグリル 濃厚な赤ワインソースに金山寺味噌を添えて
●白浜での思い出に…デザート～桃のデグリネゾン～ムース・ジュレ・コンポート・ソルベ・グラニテ

神
戸
牛×

甘
鯛×

黒
鮑

伊
勢
海
老×

甘
鯛×

鱧

18

玄
界
灘
産

玄
界
灘
産

玄
界
灘
産

エクシブ淡路島
提供期間／2022年6月1日（水）～8月31日（水）

※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

●淡路島産玉ねぎ羽二重蒸し 焼とうもろこしすり流し 淡路島産魳昆布〆 
　蓴菜の煮凝り 淡路島産炙りだこ 夏野菜ぬた和え
●雲丹醤仕立て 淡路島産鱧だししゃぶ
●淡路島近海の恵 鱸 鯵 鰆 サザエ
●紀州備長炭 淡路島産石茂魚（アコウ）自凝焼浸し
●神戸牛煎り焼 2種の熟成ソース
●淡路島産緑米お強と穴子山椒焼 磯の香餡 香の物
●冷やし飴モヒート 自家製水羊羹

料金／16,500円（税込）

四季旬創 潮音

神戸牛×鱧×石茂魚（アコウ）

神戸牛×牛×鱧

●神戸牛ロース 鉄板ロースト
●淡路島産牛（フィレ）鉄板ロースト
●淡路島産鱧 鉄板焼　
　　＋

料金／16,500円（税込）

アラゴスタ

鉄板オーダーダイニング 
鉄板焼をメインとした「オーダーブッフェ」です。
お好みの料理をお好きなだけお召し上がりください。

玄
界
灘
産

淡路島産 淡路島産

淡路島産 淡路島産



エクシブ鳴門
提供期間／2022年6月10日（金）～9月1日（木）

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。 ※上記料金にサービス料10％を申し受けます。
※写真はイメージを含みます。 ※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

徳
島
県
産

リゾーピア熱海
提供期間／2022年6月9日（木）～8月31日（水）

※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

●鱧湯引き
●蒸し鮑と初夏の野菜温浸し
●金目鯛姿造りと本日のお造り盛り合わせ
●手打ち梅卸し蕎麦
●伊勢海老山椒焼
●佐賀牛香り揚げ
●稲取産金目鯛の煮付け 炊き立て土鍋ご飯 番屋汁
●潮騒のデザート

料金／16,500円（税込）

日本料理 潮騒

金目鯛×伊勢海老×佐賀牛

●伊勢海老のミキューイ 伊豆半島水無月の始まり
●ハマグリ焼天婦羅
●三箇牧トマトの文月ガスパチョ
●稲取産金目鯛茜色仕立て
●黒鮑 山葵と山葵で葉月色
●神戸牛フィレ おすすめ三味コンデュメント
●リニューアルガーリックライス または 季節の土鍋ご飯 または 手打ち十割蕎麦
●キャプテンクック締めの甘味

料金／19,800円（税込）

ステーキコーナー キャプテンクック

稲取産

金目鯛×伊勢海老×神戸牛
稲取産 伊豆産

●タルト・フランベ
●クリスタルサラダ オシェトラキャビアのヴィネグレット
●フォアグラのポワレ アナナスのコンポート　
●蝦夷鮑とパリ・ソワール
●伊勢海老のグラチネ トリュフの香り
●徳島県産鱧のポッシェ バリグール風
●酢橘のグラニテ
●松阪牛サーロインの炭火焼 ケイパーとトマトの酸味
●パッションフルーツのパルフェ ショコラと共に

料金／16,500円（税込）

料金／16,500円（税込）

中国料理 翆陽

●壬生菜と帆立の酢橘浸し 生雲丹の一口寿司 とうもろこしのすり流し
●真鯛 本鮪 海老 あおりいか
●生雲丹の茶碗蒸し とうもろこしと白い胡麻豆腐の天婦羅
●紅瞳（のどぐろ）塩焼 丸十レモン煮
●近江牛すき煮鍋
●釜炊き鱧ご飯 香の物 赤だし
●マンゴープリン 甘味

●焼小籠包
●特別前菜の各種盛り合わせ
●ふかひれの姿 広東風煮込み 青菜添え
●徳島県産鱧となすの黒酢仕立て
●伊勢海老と新生姜の塩味炒め煮
●阿波牛の低温調理 水耕野菜 XO醤ソース
●四川麻婆豆腐 白飯 漬物
●デザートの盛り合わせ

料金／16,500円（税込）

フランス料理 ボナキュー

日本料理 初海
生
雲
丹×

紅
瞳×

近
江
牛

ふ
か
ひ
れ×

鱧×

伊
勢
海
老

蝦
夷
鮑×

鱧×

伊
勢
海
老

徳
島
県
産

19 20

徳
島
県
産

金目鯛姿造りと本日のお造り盛り合わせは2名様の盛り合わせ例です。
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※2名様より承ります。 ※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。 ※近江牛は認証近江牛を使用しています。

●京みず菜と大粒帆立の酢橘浸し
●牡丹鱧
●天然真鯛（来島海峡） 本鮪 湯葉豆腐 山葵 土佐醤油
●煮鮑と生雲丹の茶碗蒸し 貝出汁餡 山葵
●玄界灘産甘鯛さくさく焼 酢橘 万願寺とうがらし
●鮑さらさ揚げ
●近江牛炭火焼 大根餅 岩塩 ヤングコーン
●釜炊き鱧ご飯 大葉 梅肉 胡麻 京丹味噌 
　片山商店の赤味噌を使用した赤だし 香の物
●焦がしバター塩キャラメルアイス マンゴー
●わらび餅 焙煎黄な粉

料金／17,600円（税込）

サンメンバーズ京都嵯峨　
日本料理 嵯峨
提供期間／2022年6月1日（水）～7月31日（日）

近江牛×甘鯛×鱧

●とうもろこし豆腐 玉ねぎ摺り流し
●原木椎茸「トヨチーニ」の半張り蒸し 水前寺菜と炙り貝柱 
　鱚薄衣揚げからすみまぶし
●長崎県産紅瞳（のどぐろ）つゆしゃぶ
●城下かれい姿造り 本鮪 天然鱸
●別府湾の眼張煮付け
●佐賀牛とフォアグラ鍬焼
●ばんかの炊込みご飯 香の物 赤だし
●オレンジの峰岡
●木の芽アイス最中

料金／16,500円（税込）

紅瞳×城下かれい×
佐賀牛
リゾーピア別府　
レストラン やまなみ
提供期間／2022年6月3日（金）～7月10日（日）
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※2名様より承ります。※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

料金／14,300円（税込）
●奥美濃古地鶏とふかひれロワイヤル 
　玄界灘の蒸し鮑 海老 胡瓜 長芋 オクラ マイクロトマト 生姜
　夏野菜のジュレ掛け
●コールラビのすり流し ハマグリ キクラゲ 青豆 黒胡椒
●キトキト盛り あしらい一式
●岐阜県産天然鮎塩焼 焼もろこし からすみ 蓼酢
●飛騨牛フィレステーキ
●釜戸ご飯 赤だし 香の物
●飛騨メロンパフェ

サンメンバーズひるがの　
創作料理 パンドール
提供期間／2022年6月15日（水）～8月31日（水）

黒鮑×天然鮎×飛騨牛

※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

リゾーピア久美浜・別府

長崎県産

サンメンバーズひるがの・京都嵯峨

※2名様より承ります。※3日前までの要予約。
※上記料金にサービス料10％を申し受けます。 ※写真はイメージを含みます。
※ご提供する期間・料理内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
※お米は国産米を使用しています。

●白胡麻豆腐 万願寺とうがらしの揚げ浸し 海老のカダイフ揚げ
●日本海の白いか 伊勢海老姿湯霜造り 本鮪　
●鱧となす
●じゃが芋のすり流し
●神戸牛ロースとうもろこしのすり流し仕立て
●丹後のばら寿司 赤だし
●西瓜 レモンのゼリー掛け 一口餡蜜

料金／14,300円（税込）

リゾーピア久美浜
新日本料理 旬恵
提供期間／2022年7月1日（金）～8月31日（水）

白いか×伊勢海老×神戸牛
玄界灘産 岐阜県産

玄界灘産

日本海の白いか 伊勢海老姿湯霜造り 本鮪は2名様の盛り付け例です。 岐阜県産天然鮎塩焼は2名様の盛り付け例です。
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※各ホテルのご利用につきましては、ご契約会員権の利用規程に準じます。　※上記のご利用条件以外のご利用及び予約受付日以前のご予約は、占有日（権利泊数）や宿泊券が必要です。　
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、ホテルの営業形態及びホテル館内施設の営業時間等が変更される場合があります。

エクシブ・ベイコート倶楽部・
サンクチュアリコート・サンメンバーズの
各会員様とそのご紹介者様

1泊2食（夕食・朝食）でご宿泊の場合に
本サービスをご利用になれます

ご利用日の
3週間前より全エクシブ 期間中全日

対象者 対象ホテル 対象日 ご利用条件
予約受付

※各ホテルのご利用につきましては、ご契約会員権の利用規程に準じます。　
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、ホテルの営業形態及びホテル館内施設の営業時間等が変更される場合があります。

対象期間

対象ホテル

1室2名様以上のご宿泊およびご同伴者様全員の夕食ご利用で1名様分の夕食をご招待
［特別サービス］オーナーご本人様1名でのご宿泊時（ご同伴者様がいらっしゃらない場合）は、夕食を50％OFFでご利用になれます。

期間中、毎月1回（1食）まで
※バージョン会員様は毎月1回（1食）まで、バージョン会員様以外の年間占有日26泊タイプの会員様は毎月2回（2食）まで。

ご招待内容

ご利用可能回数

エクシブオーナーご本人様（オーナー登録者様およびオーナー対応者様含む）対象者

2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）のご宿泊まで
※対象外日：土曜日、4/29（金・祝）～5/4（水・祝）、7/17（日）、8/7（日）～8/19（金）、9/18（日）、9/23（金・祝）、10/9（日）、12/29（木）～2023.1/3（火）、1/8（日）

 

ご契約のエクシブご利用時

●ご招待する夕食以外に発生する料金は申し受けます。
●夕食はレストランのコース料理、ディナーブッフェ、インルームダイニングよりお選びになれます（一部対象外の料理がございます）。
　ご同伴の皆様は同じコース・メニューをお選びください。
●夕食を含む宿泊プラン・パッケージとの併用はできません。
●ご宿泊は1室2名様以上、夕食はご同伴者様全員でご利用ください。
●ご利用可能回数は前月以前に充当したり、翌月以降に持ち越したりすることはできません。
●オーナーご本人様1名でのご宿泊時（ご同伴者様がいらっしゃらない場合）の夕食50％OFFでのご利用も
　ご利用可能回数に含まれます。
●サンメンバーズメリット「レストラン50％off券」との併用はできません。
●エクシブオーナーご本人様（オーナー登録者様およびオーナー対応者様含む）がご利用になれます。
　ご利用可能回数は、オーナーご本人様およびオーナー登録者様、オーナー対応者様合わせて毎月1回（1食）までと
　させていただきます〈バージョン会員様以外の年間占有日26泊タイプの会員様は毎月2回（2食）まで〉。

XIV&
BAYCOURTDAY

エクシブ＆ベイコートデー カハラデー

●14日・28日が土曜日の場合は、
　前日の13日・27日が対象日となります（該当月：5月、2023年1月）。
●エクシブシーズン区分カレンダー「ゴールド」の日は対象外のため、
　8月14日は対象外となります。

ポイント
5倍

毎月
14日・28日

ポイント
5倍

毎月
13日・27日

KAHALADAY

2022

期 間 2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）のご宿泊まで
※占有日利用及び交換利用、フローティング利用のご予約を優先しますので、ご希望のホテル・ご利用日に空室がある場合に限り、本サービスをご利用になれます。

期 間 2022年4月～2023年3月 ※対象日は下記をご覧ください 

期間中全日対象
14日（木）・28日（木）
13日（金）・27日（金）
14日（火）・28日（火）
14日（木）・28日（木）
28日（日）　　　　　
14日（水）・28日（水）

14日（金）・28日（金）
14日（月）・28日（月）
14日（水）・28日（水）
13日（金）・27日（金）
14日（火）・28日（火）
14日（火）・28日（火）

13日（木）・27日（木）
13日（日）・27日（日）
13日（火）・27日（火）
12日（木）・26日（木）
13日（月）・27日（月）
13日（月）・27日（月）

13日（水）・27日（水）
12日（木）・26日（木）
13日（月）・27日（月）
13日（水）・27日（水）
29日（月）
13日（火）・27日（火）

毎月14日・28日を「XIV＆BAYCOURT DAY」として、さらに今年は新たに
毎月13日・27日を「KAHALA DAY」として、エクシブ、ベイコート倶楽部、
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜にてRTTGポイントクラブのポイント5倍を実施しております。

ご利用条件

エクシブ京都 八瀬離宮 ■対象ホテル／全エクシブ・全ベイコート倶楽部 ■対象ホテル／ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
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●13日・27日が「XIV＆BAYCOURT DAY」にあたる場合は、
　12日・26日が対象日となります（該当月：5月、2023年1月）。
●13日・27日が土曜日の場合は、「XIV＆BAYCOURT DAY」対象日後日の
　15日・29日が対象日となりますが、「XIV＆BAYCOURT DAY」が
　対象外の場合は「KAHALA DAY」も対象外のため、
　8月15日は対象外となります。

対
象
日

対
象
日

4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

エクシブをご利用時、ご利用日の3週間前からのご予約で空室があ
る場合に限り、1泊2食（夕食・朝食）でご利用になると、占有日（権利
泊数）や宿泊券を使用することなくご利用になれるサービスです。

サンクスフェスティバル

エクシブ箱根離宮／日本料理 箱根 華暦エクシブ箱根離宮／日本料理 箱根 華暦

会員様には毎月1回“マイホテル”にお越しいただきたい、という想い
から「My Owner's Day」と称して夕食1名様ご招待サービスを
実施いたします。

夕食1名様ご招待サービス

My Owner’s Day 
マイオーナーズデー

ご自身の
スマートフォンから
ホテルの情報が
すぐわかる

ご滞在アンケート
サービス向上のため

ご意見・ご感想をお聞かせください。

スマートコンシェルジュに
関するご案内は

こちらから

スマートコンシェルジュでは、下記のようなメニューがございます。



ベイコート倶楽部
エクシブ 

リゾーピア
サンメンバーズ
カハラ

東京／横浜／ラグーナ／芦屋
那須白河（ザ・ロッジ含む）／山中湖（ＳＶ含む）／軽井沢（ＳＶ、パセオ、ＳＶムセオ含む）／蓼科／湯河原離宮／
箱根離宮／初島クラブ／伊豆／浜名湖／鳥羽（アネックス・鳥羽別邸含む）／琵琶湖／京都 八瀬離宮／
白浜（アネックス含む）／六甲ＳＶ／有馬離宮／淡路島／鳴門（ＳＶ、ＳＶⅡ、ザ・ロッジ含む）　 ※ＳＶ＝サンクチュアリ・ヴィラ
熱海／久美浜／別府
ひるがの／京都嵯峨
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜　    　　　　　　　　　　　　 　　　   

※ビンゴスタンプ対象外日:4/29（金・祝）～5/4（水・祝）、8/6（土）～8/20（土）、12/29（木）～2023.1/3（火）のご宿泊

※ボーナススタンプは連泊数に関わらず
　1スタンプのみの押印です。
※ビンゴスタンプ対象日の連泊ご利用時に限ります。

A

土曜日／特定日※ の1泊＋夕食＋朝食のご利用で1泊につき ホテルマス 1スタンプ
※特定日：7月17日（日）、8月1日（月）～5日（金）、
             9月18日（日）、9月23日（金・祝）、
             10月9日（日）、2023年1月8日（日）

基
本
ス
タ
ン
プ B

平日（日～金曜日）の1泊＋夕食＋朝食のご利用で1泊につき ホテルマス 1スタンプ CHANCEマス 1スタンプ

同ホテルに 2 泊以上のご利用（毎泊夕食＋朝食のご利用）で

基本スタンプに加えさらに CHANCEマス 1スタンプボーナススタンプ
連泊利用限定

芦屋ベイコート倶楽部 エクシブ湯河原離宮 エクシブ浜名湖 ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜

リゾートビンゴ2022

抽選で100組200名様に

お好きなホテル
2泊3日ペアご招待

※1

期間／2022年3月1日（火）～2023年1月31日（火）のご宿泊まで

2023年
1月31日（火）まで開催

対象ホテルの中から
お好きなホテル※12泊３日ペアご招待
（抽選で１００組２００名様）

5～6列ビンゴ賞

7～11列ビンゴ賞

●ご当選されなかった方へは全員に「平日ご利用券5万円」をプレゼント

パーフェクトビンゴ賞
（全12列達成）

※1 パーフェクトビンゴ賞でご招待する「お好きなホテル」の弊社対象ホテル・部屋グレードは、ご契約会員権の利用規程の範囲内でお選びになれます。弊社指定の部屋タイプをご利用いただきます。
※当選発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。賞品は会員様へ発送いたします。

「平日ご利用券3万円」をプレゼント（エントリーされた方全員）

「平日ご利用券2万円」をプレゼント（エントリーされた方全員）

※ポイントはお申出いただいた翌月末までに進呈いたします。

ポイントクラブ
ポイントプレゼント

2～4列達成ごとにポイントをプレゼント

2列ビンゴ

1,000pt

3列ビンゴ

2,000pt

4列ビンゴ

3,000pt

対象ホテルに宿泊してスタンプを集める毎年好評のビンゴキャンペーンを開催。
各ホテルをめぐり、パーフェクトを目指しましょう！

ビンゴカードは
対象ホテルのフロントに
ご用意しております

対象ホテル

【基本ルール】
※ビンゴカードに記載されている詳細ルール・注意事項を必ずお読みの上、ご利用ください。 

2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）のご宿泊まで

2022年4月～2023年1月発行チケットイメージ

〈リゾーピア〉熱海／久美浜／別府　
〈サンメンバーズ〉ひるがの／京都嵯峨
〈サンメンバーズ会員様向け客室のあるエクシブ〉
軽井沢／蓼科／初島クラブ／伊豆／浜名湖／鳥羽／琵琶湖／白浜／淡路島
〈ザ・ロッジ〉那須白河／鳴門
〈ローズルーム〉名古屋／大阪
2022年4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）、7月25日（月）～8月20日（土）、12月30日（金）～
2023年1月5日（木）を除く全日券対象日 ※ご宿泊時にのみご利用になれます。
定休日を除く全日
◯会員様ご本人もしくは二親等以内のご親族様
◯会員様ご本人もしくは二親等以内のご親族様、および会員様署名のチケットを持参された法人従業員様

ホテルにご宿泊の際、もしくはローズルームでのお食事の際にご利用になれる
サンメンバーズメリット「レストラン50％off券」をぜひご活用ください。

※朝食・昼食・夕食問わずご利用になれます（レストランの通常メニューの他、インルームダイニング及びテイクアウト料理もご利用になれます）。　※1枚につき最大5名様まで50%offといたします。6名様以上の割引率はお問い
合わせください。　※1枚につき、ご利用金額121,000円（割引額60,500円/消費税・サービス料込）を上限としてご利用になれます。　※エクシブ、ザ・ロッジにご宿泊の際は、サンメンバーズ会員様向け客室ご宿泊時に本券をご
利用になれます。　※「レストラン50％off券」は年会費を納めていただいた後、宿泊券とともにお送りしております。本誌には同封しておりません。　※各ホテルのご利用につきましては、ご契約会員権の利用規程に準じます。

※夕食はレストランのコース料理よりお選びになれます（一部対象外の料理がございます）。ご同伴の皆様は同じコースをお選びください。　※夕食を含む宿泊プラン・パッケージとの併用はできません。　※ご招待する夕食以
外に発生する料金は申し受けます。　※サンメンバーズメリット「レストラン50％off券」および「株主優待券」は別途申し受ける料金にご利用いただけます。　※ご宿泊は1室2名様以上、夕食も2名様以上でご利用ください。
※各ホテルのご利用につきましては、ご契約会員権の利用規程に準じます。　※ご利用回数は前月に充当したり、翌月以降に持ち越したりすることはできません。　※会員様ご本人または配偶者様1名でのご宿泊時（ご同伴
者様がいらっしゃらない場合）の夕食50％offでのご利用もご利用回数に含まれます。　※利用回数は、会員様ご本人及び配偶者様合わせて毎月2回（2食）までとさせていただきます。

サンメンバーズ会員様ご本人および
配偶者様限定 サンメンバーズプレミアム

サンメンバーズ会員様限定サービス「サンメンバーズプレミアム」の内容を一部変更し、7月以降も継続してサービスをご提供します。

2022年7月1日（金）～2023年3月31日（金）のご宿泊まで
※対象外日：土曜日、7/17（日）、8/7（日）～8/19（金）、9/18（日）、9/23（金・祝）、10/9（日）、12/29（木）～2023.1/3（火）、1/8（日）

〈リゾーピア〉熱海／久美浜／別府　〈サンメンバーズ〉ひるがの／京都嵯峨

◎ご本人様＆配偶者様 ①ご滞在中、館内ソフトドリンクフリー（銘柄指定）※ソフトドリンク提供場所はホテルにより異なります。
　　　　　　　　　 ②1室2名様以上のご宿泊・夕食利用で1名様分の夕食（コース）をご招待
　　　　　　　　　　　　　　　        ※期間中、毎月2回（2食）までご利用になれます。 ※サンクスサンメンバーズ2022と合わせてご利用になれます。
［特別サービス］会員様ご本人または配偶者様1名でのご宿泊時（ご同伴者様がいらっしゃらない場合）は、夕食を50％OFFでご利用になれます。

サンメンバーズ会員様ご本人・配偶者様

サンメンバーズメリット
Thanks Holiday Dining 

※WTS・SCC・SOC・SOPの会員権は除く

対象ホテル

対象者

期　間

内　容

利用可能施設

対象日

対象者

ホ テ ル

レ ストラン

S U N  M E M B E R S  S E R V I C E  I N F O R M A T I O N

2022年4月1日（金）～6月30日（木）のご宿泊まで※対象外日：土曜日、4/29（金・祝）～5/4（水・祝）

◎ご本人様＆配偶者様 ご滞在中、館内ソフトドリンクフリー（銘柄指定）※ソフトドリンク提供場所はホテルにより異なります。
◎ご本人様のみ　　　 1室2名様以上のご宿泊・夕食利用で会員様ご本人の夕食（コース）をご招待
［特別サービス］会員様ご本人1名でのご宿泊時（ご同伴者様がいらっしゃらない場合）は、夕食を50％OFFでご利用になれます。
※宿泊券をフロントにて回収させていただくため、サンクスサンメンバーズ2022との併用はできません。（複数部屋をご予約される場合、2室目以降のお部屋には併用可能です）

期　間

内　容

レストラン50％off券のご案内

内容を一部変更し

7月以降も継続

〈リゾーピア〉熱海／久美浜／別府　〈サンメンバーズ〉ひるがの／京都嵯峨

サンメンバーズ・エクシブの各会員様とそのご紹介者様

・平日券対象日：宿泊券（占有日）不要
・全日券対象日：1部屋分（定員まで）は宿泊券（占有日）不要 ※2部屋目以降は、別途宿泊券（占有日）が必要です。

ご利用日の1カ月前より受付開始

1泊2食（夕食・朝食）でご宿泊の場合に本サービスをご利用になれます

期  間

対象ホテル

対象者

対象日

ご利用条件

予約受付
※宿泊券（占有日）使用のご予約を優先いたしますので、日程により満室になるホテルもございます。予めご了承ください。　※ホテルメンテナンスに伴う休館日がございます。詳しくは各ホテルまでお問い合わせください。　※2022年7月1
日（金）以降はサンメンバーズプレミアムと合わせてご利用になれます。　※各ホテルのご利用につきましては、ご契約会員権の利用規程に準じます。　※上記のご利用条件以外のご利用および予約受付日以前のご予約は、宿泊券や占
有日（権利泊数）が必要です。

サンクスサンメンバーズ2022

※対象外日：4/29（金・祝）～5/5（木・祝）、7/25(月)～8/20（土）、
　　　　　 12/30（金）～2023.1/5（木）

対象日にサンメンバーズをご利用の際、ホテル内のレストラン（コンベンションを含む）にて、夕食と朝食をお召し上がりいただくことで、
宿泊券および占有日（権利泊数）を使用することなく、ご利用になれるサービスです。

個人会員様
法人会員様

ホ テ ル

レ ストラン
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ご予約・お問い合わせ先　　※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、受付時間が変更になる場合がございます。

エクシブ総合予約センター                     

2022年5月

（各S＆M 9:00～18:00／平日）

●東京S&M　 　　  TEL.03-6731-0133
●横浜S&M　 　　  TEL.045-523-7380
●名古屋S&M
　第一・四グループ　 TEL.052-310-2030
　第二グループ 　　 TEL.052-307-3718
　第三グループ 　　 TEL.052-307-3719
●大阪第一S&M　   TEL.06-6733-0029
   大阪第二S&M　   TEL.06-6733-0048
●法人S&M
　東京第一グループ  TEL.03-6731-0077
　東京第二グループ  TEL.03-6731-0070
　名古屋グループ　  TEL.052-310-2220
　大阪グループ　　  TEL.06-6315-0231

TEL.0570-03-1111（ 9：00～17：00／年中無休 ）

9：00～17：00
※休業日：日・祝日、 4/29～5/5、
　 　　  8/10～16、12/30～1/5

サンメンバーズ会員様のエクシブのご予約
サンメンバーズ総合予約センター
（9：00～17：00　※休業日：土・日・祝日、4/29～5/5、8/10～16、12/30～1/5）
東京／TEL.03-5323-8210　名古屋／TEL.052-218-8688　大阪／TEL.06-6315-6339

サンメンバーズ リゾートのご予約
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

TEL.0557-83-7134
TEL.0772-83-1383
TEL.0977-25-2161
TEL.0575-73-2222
TEL.075-882-5194

今、ここでしか味わうことのできない日本各地の旬の素材を
生産者の想いとともにお届けします

今、ここでしか味わうことのできない日本各地の旬の素材を
生産者の想いとともにお届けします

コレクション

※掲載の写真はイメージを含みます。

生産者を応援


