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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
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※掲載の写真はイメージを含みます。

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。
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●東京S&Mベイコートグループ
　TEL.03-6733-7066
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TEL.0533-33-9120
TEL.0797-25-2200
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●名古屋S&Mベイコートグループ
　TEL.052-307-3821

●大阪第一S&M
   TEL.06-6733-0029
　大阪第二S&M　
　TEL.06-6733-0048

●横浜S&Mベイコートグループ
　TEL.045-523-7380



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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東京ベイコート倶楽部
提供期間／2022年6月7日（火）～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。
※日本料理のお米は国産米を使用しています。中国料理のお米は国産米とタイ産のジャスミン米を使用しています。イタリア料理のお米はイタリア産を使用しています。

●毛蟹とオシェトラキャビアを浮かべたカブの冷製クリーム
●大間まぐろのタルタル オシェトラキャビアとプーリア風アスパラガスソースと共に
●生雲丹のリゾット あおりいかのマリネをのせて
●伊勢海老のスカモルツァチーズ焼トースト
●黒鮑のジェノヴェーゼパスタ
●神戸牛フィレ肉 フィレンツェ風トマトとパンのサラダ“パンツァネッラ” ガスパチョソース
●メロン 緑茶のジュレで涼やかに
●ライチとフランボワーズのパフェ仕立て ローズの香りを閉じ込めて

料金／25,300円（税込）

料金／25,300円（税込）

日本料理 時宜
●北海道産毛蟹ととうもろこしの冷製ロワイヤル
●八種彩り前菜盛り合わせ
●吉切鮫尾びれの鉄板焼 コク深い雲丹のスープ仕立て
●北京ダック Wポーション
●甘鯛の龍鱗焼 フレッシュトマトのチリソース
●近江牛フィレ肉のカットステーキ 生胡椒のアクセント
●国産活鮑のしゃぶしゃぶ 二種類のコンディメント
●蟹 海老 帆立の海寶炒飯
●眺遊楼 Seasonal Sweets Plate

●フォアグラ茶碗蒸し 雲丹を乗せて
●毛蟹捌き身 生姜酢ジュレ 徳島産鱧寿司 のどぐろ炭火焼
　完熟トマトと苺のムースキャビア 琥珀ゼリー 枝豆掻揚
●徳島産鱧吸 順才
●バフン雲丹 徳島産鱧食べ比べ（湯引き・焼き霜） 
　本鮪 海苔佃煮 梅肉 山葵 彩り妻一式 土佐醤油

料金／25,300円（税込）

イタリア料理 リストランテ オッツィオ

中国料理 眺遊楼
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甘鯛×活鮑×近江牛

伊勢海老×黒鮑×神戸牛

バフン雲丹×鱧×活鮑
徳島産 国産

●近江牛ロース炭火焼 鶯菜スープと共に
●国産活鮑肝バター焼 アスパラ唐揚げ 
　夏野菜ピクルス
●“新潟県魚沼産こしひかり 雪椿” とうもろこしと万願寺とうがらしの
　釜炊きご飯 香の物留椀 トリュフ香る鯛茶漬け
●スイートポテトのブリュレ ジュレシャーベット 黒糖わらび餅

国産



横浜ベイコート倶楽部

※日本料理、イタリア料理、鉄板焼は3日前までの要予約。
※上記料金に別途サービス料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。
※日本料理・鉄板焼のお米は国産米を使用しています。
　中国料理のお米は国産米とタイ産のジャスミン米を使用しています。

●アミューズ
●海の幸 冷菜盛り合わせ
●モウカ鮫ふかひれ煮込み 頂湯スープ
●北京ダック 料理長 小林スタイル
●マングローブ蟹のシンガポールチリソース
●活鮑とオニダルマオコゼの黄ニラ炒め
●飛騨牛ブラックビーンズソース
●夏野菜とトマトの冷麺 または 極麻婆豆腐
●甜品

料金／33,000円（税込）

料金／25,300円（税込）

鉄板焼 濱
提供期間／～2022年8月9日（火）

●桃ヴルーテのスフェール“パールベリーニ” 冷製パスタと
　“フレッシュオシェトラキャビア”
●ヴェールに包まれたカナダ産クリアウォーターオマールの 
　マリニエールとフレッシュトマトのヴルーテ
●3.5時間真空調理した柔らかな鮑と肝のソースロベール
●香ばしくソテーした鮎の瞬間スモーク
●雲丹のスパゲッティ ベーコンと野菜のラグー “シグネチャー”汀
●キャビアをまとった甘鯛のヴァプール なめらかなホタテのムースで
　コーティングソースフヌイユ“スペシャリテ”
●松阪牛フィレ肉のポワレ トマトのクリーム エストラゴンの香り
●シェフパティシエからの贈り物
●アヴァンデセール
●デザートワゴンサービス

●キャビアとマゴチカルパッチョ
●活毛蟹とわかめのしゃぶしゃぶ
●クエのポワレ 九条ねぎの香り
●炭火焼 伊勢海老の香り漂うジュンサイ入りコンソメスープ
●国産鮑の塩釜蒸し トリュフソース
●グラニテ
●神戸牛フィレステーキ 旬の蒸し野菜
●ガーリックライス 味噌汁 または 冷たい柚風味のお素麺
●桃のクレープシュゼット

料金／33,000円（税込）

中国料理 眺遊楼
提供期間／～2022年9月7日（水）

イタリア料理 リストランテ オッツィオ
提供期間／～2022年8月2日（火）
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松阪牛×甘鯛×雲丹
マングローブ蟹×鮑×飛騨牛

毛蟹×伊勢海老×神戸牛

きんき×黒鮑×近江牛

料金／25,300円（税込）
●フォアグラのアイス とうもろこしのすり流し
●活若鮎唐揚げ 佐島蛸柔らか煮 じゅん菜 吸い酢 
　キャビアの最中
●黒鮑しゃぶ 走水産若布 肝ポン酢
●ガゼ雲丹と本鮪 淡路鱧 すずき洗い 三浦地魚
●きんき煮付け 混ぜ葱 または きんき唐揚げ ちり卸し
●毛蟹ほぐし 生姜酢ジュレ
●近江牛フィレと季節野菜 粒辛子 山椒だれ
●ふかひれ煮麺 または 地魚握り三貫
●イチジク わらび餅 さくらんぼ

日本料理 濱
提供期間／～2022年7月13日（水）

黒鮑しゃぶは2名様の盛り付け例です

マングローブ蟹のシンガポールチリソースは2名様の盛り付け例です。



ラグーナベイコート倶楽部

※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。
※日本料理・中国料理のお米は国産米、イタリア料理のお米はイタリア産を使用しています。

●眺遊楼特製前菜盛り合わせ
●ふかひれ姿の鉄板焼 金華火腿の香る頂湯スープ
●車海老の油霜仕立て 雲丹醤と西湖龍井茶ソース
●ロースト北京ダック カービングサービス 一口フルーツ添え
●紅瞳（のどぐろ）の蒸しもの 広東風シーズニングソース
●玄海灘産黒鮑の煎り焼 トリュフソース
●飛騨牛フィレ“炒と灼” 潮州醤炒めと湯引きの葱ソース
●のどぐろ入りスープ涼麺 紹興酒の香り
●オリジナル甜品コレクション

料金／27,500円（税込）

日本料理 鉄板焼
提供期間／2022年6月1日（水）～8月30日（火）

●あいち鴨と焼なす とうもろこしピューレ
●ふかひれのソテー クラムチャウダー仕立て グリーンカレー風味
●愛知県一色産うなぎの白焼と甘鯛の炭火焼 チアシード山椒
●松阪牛ロース薄切りの鉄板焼 雲丹添え 
　大和芋と共に マスタードソース
●活鮑の海藻蒸し 木の芽バターソース
●季節野菜のせいろ蒸し
●近江牛フィレ 鉄板焼 にんにく 山葵
●焦がし醬油香るガーリックライス または 鰹出し香る素麵
●季節のデザート

料金／33,000円（税込）

中国料理 眺遊楼
提供期間／2022年6月1日（水）～8月30日（火）

ベネチアンコース 料金／27,500円（税込）
●ベネチア郷土料理の“おつまみ”
●クモガニのインサラータを毛蟹におきかえて
●黒鮑のフリット サンテラズモ島ハーブ農園をイメージして
●近江牛フィレ肉の“カルパッチョ” 発祥の地ベネチアのスタイルで
●シンプル イズ ベスト 「いか墨のスパゲティ」
●“リゾット ディ ゴ” ブラーノ島の名物リゾット 最適調理した旬魚とともに 
●ベネチアンカクテルをプレデセールに
●ティラミス マローチェスタイル

メインダイニング マローチェ
提供期間／～2022年8月30日（火）
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近江牛×黒鮑×毛蟹

紅瞳×黒鮑×飛騨牛甘鯛×毛蟹×飛騨牛

料金／27,500円（税込）
●鮑とキャビア
●雲丹手巻き寿志
●澤煮仕立て 甘鯛炭火焼
●本日の御造り
●北海道産毛蟹とふかひれ
●飛騨牛炭火焼 トリュフの香りを添えて
●穂の国生まれ『女神のほほえみ』釜炊き御飯
●「和」Sweets Collection

日本料理 時宜
提供期間／2022年6月1日（水）～8月30日（火）

07

北海道産

うなぎ×松阪牛×近江牛
愛知県一色産

玄界灘産



芦屋ベイコート倶楽部
提供期間／～2022年7月12日（火）

※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。

●フォアグラコンフィ 焼とうもろこしムース セージの泡
●オシェトラキャビア オマール海老 枝豆
●燻製鮎 クレソンとビーツ 冷製フェデリーニ
●黒鮑ペルシャード スパイシートマトソース ササニシキサラダ
●神戸牛ロースト ソバの実とジロール茸 アンズ風味のジュ
●マンゴーとブランマンジェ ライチのエスプーマ
●パティシエールからの贈り物

料金／25,300円（税込）

料金／25,300円（税込）

日本料理 時宜

●色とりどりの食材を伝統的な調理法で仕上げた前菜盛り合わせ
●ふかひれと蟹肉の卵白炒め 頂上湯と共に
●高温で焼き上げた北京ダック 柔らかなクレープに包まれて
●黒鮑をさまざまな調理法でお楽しみください

●利尻昆布と藻塩のジュレ 毛蟹身 キャビア 淡路島産玉ねぎときのこの玉蒸し 
　フォアグラの鍬焼
●ちり蒸し仕立て 天然すずき酒焼
●伊勢身紫蘇醤油洗い 本鮪 縞鯵 あおりいか
●炭火焼 活鱧ちり焼
●活鮑の調理法をお選びください
●釜炊き牛蒡ご飯 神戸牛鍬焼
●六甲山麓牛乳の嶺岡プリン

料金／25,300円（税込）

メインダイニング ルバーノ

中国料理 眺遊楼

09 10

黒鮑

オシェトラキャビア×神戸牛

神戸牛
●黒毛和牛スモールステーキ 色鮮やかな四種のソース
●麻婆豆腐とふっくら炊き上げた白ご飯 または 南高梅冷麺
●彩り豊かな香港スイーツ盛り合わせ

ちり蒸し仕立て・釜炊き牛蒡ご飯は2名様の盛り付け例です。
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横浜ベイコート倶楽部／中国料理 眺遊楼横浜ベイコート倶楽部／中国料理 眺遊楼

※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）が必要です。　
※ベイコート倶楽部でのご利用可能回数は、メンバー登録の人数に関わらず、メンバーご本人様、メンバー登録者様、ご紹介者様合わせて、上記回数までとさせていただきます。
※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。

※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］メンバーご本人様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
※年間12泊タイプの会員様は毎月1回（1食）まで、年間24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

ベイコート倶楽部メンバーご本人様（メンバー登録者様含む）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）

 

全ベイコート倶楽部ご利用時

●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。
●メンバーご本人様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。
●ベイコート倶楽部メンバーご本人様（メンバー登録者様含む）がご利用になれます。
　ご利用可能回数は、メンバー登録の人数に関わらず、メンバーご本人様およびメンバー登録者様合わせて
　毎月1回（1食）までとさせていただきます〈年間24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

サンクス
フェスティバル

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 

ベイコート倶楽部をご利用時、ご利用日の2週間前から（エクシブのご利用時は3週間前から）の
ご予約で空室がある場合に限り、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。

夕食1名様ご招待サービス

マイメンバーズデー

My Member’s DAY 

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

芦屋ベイコート倶楽部

■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

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 Member'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。

ベイコート倶楽部・サンクチュアリコートの
各会員様とそのご紹介者様

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

［ベイコート倶楽部メンバー様のご利用可能回数］
年間12泊タイプをご契約のメンバー様は期間中12泊まで
年間24泊タイプをご契約のメンバー様は期間中24泊まで

［サンクチュアリコートメンバー様のご利用可能回数］
年間10泊タイプをご契約のメンバー様は期間中10泊まで
年間20泊タイプをご契約のメンバー様は期間中20泊まで

ご利用日の
2週間前より

全ベイコート倶楽部
（東京・横浜・ラグーナ・芦屋）

期間中
全日

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

対象者 対象ホテル 対象日 ご利用条件 予約受付

期間中
全日



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

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。 
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弊社は、WHO・厚生労働省ほか（一社）日本ホテル協会・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会などの関係

各所からの発表・指導に基づき、弊社グループ医療機関「山中湖クリニック」副院長・反頭裕一郎医師の指導・監

修のもと、専門的な対策を加え、会員様には安心して快適なホテルステイをお楽しみになれますよう、衛生管理、3密回

避など、徹底的な予防策を実施しております。ご不便をお掛けすることもございますが、ご理解とご協力をお願いします。

リゾートトラストの

コロナウイルス
感染予防策

スパ・レストランなどの混雑状況を、
お客様のスマートフォンで確認できます。
スマートコンシェルジュをご利用ください。

「混雑状況の
確認システム」を導入

ホテルの感染症予防策一例

パブリックスペースや
スパの定期消毒巡回

詳しくは左記
二次元コードを
ご覧ください。

サーマルカメラの
設置（一部ホテル）・
お客様への検温

フロント・レセプションに
アクリルボードを設置

リゾートトラストグループ
「山中湖クリニック」
医師の指導による
専門的な対策を実施

詳しくは上記
二次元コードを
ご覧ください。

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

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。

「スマートチェックイン・
チェックアウト」対応



コレクション

生産者を応援

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

※掲載の写真はイメージを含みます。

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。

東京ベイコート倶楽部 メンバー事務局      
横浜ベイコート倶楽部 メンバー事務局　 
ラグーナベイコート倶楽部 メンバー事務局  
芦屋ベイコート倶楽部 メンバー事務局      

2022年5月

（各S＆M 9:00～18:00／平日）

●東京S&Mベイコートグループ
　TEL.03-6733-7066

TEL.03-6700-1000
TEL.045-522-0011
TEL.0533-33-9120
TEL.0797-25-2200

10：00～19：00／年中無休

●名古屋S&Mベイコートグループ
　TEL.052-307-3821

●大阪第一S&M
   TEL.06-6733-0029
　大阪第二S&M　
　TEL.06-6733-0048

●横浜S&Mベイコートグループ
　TEL.045-523-7380


