
■サンメンバーズのご予約  受付時間：9：00～17：00（休業日／日曜日、祝日、4/29～5/5、8/10～16、12/30～1/5）     
　［リゾーピア］　      熱海      TEL.0557-83-7134　久美浜    TEL.0772-83-1383　別府 TEL.0977-25-2161　　　
  ［サンメンバーズ］　ひるがの TEL.0575-73-2222　京都嵯峨 TEL.075-882-5194

SUN MEMBERS

春のおたより

岐阜県郡上市 牧歌の里



サンメンバーズ会員の皆様へSUN MEMBERS SERVICE

〈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（本館）／蓼科／初島クラブ／伊豆／浜名湖／鳥羽（本館）／琵琶湖／白浜（本館）／淡路島
〈ザ・ロッジ〉那須白河／鳴門
〈ローズルーム〉名古屋／大阪

■ホテル

■レストラン
■ホテル

■レストラン
個人会員様
法人会員様

特別営業期間を除く全日（ご宿泊時にのみご利用になれます。）
※対象外日：特別営業期間〈［ゴールデンウィーク］4/29～5/5、［夏季］7/25～8/20、［年末年始］12/30～1/5〉 

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レストラン夕食（朝食・昼食不可）の代替として提供する
　テイクアウトメニューに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。
※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。

2023年4月1日（土）～2024年3月31日（日）のご宿泊まで

〈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
サンメンバーズおよびエクシブの会員様ご本人とそのご紹介者様

期間中全日（対象外日なし）

ご利用日の1カ月前の同日より受付開始

期　間

対象日

対象ホテル

対象者

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条件

予約受付

対象日にサンメンバーズ・リゾーピアをご利用の際、
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。

利用可能
施設

対象日

対象者

※WTS・SCC・SOC・SOPの会員権は対象外

対象ホテルご宿泊時もしくはローズルームご利用時に、本券1枚につき最大5名様まで50％offサービス内容

※サンクスフェスティバルは、予約受付日以降に空室がある場合に限り適用可能です。
※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。　
※サンメンバーズプレミアム等、他のサービスや宿泊プラン・パッケージ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及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。

サンクスフェスティバル

サンメンバーズメリット �anks Holiday Dining レストラン50％off券のご案内
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サンメンバーズでご利用になれるサービスをご案内します。

2023年4月～2024年3月

〈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
・上記対象日に対象ホテルをご利用のお客様にRTTGポイントクラブのポイントを
　３倍もしくは５倍で進呈いたします。
・RTTGポイントクラブにご入会されている方が対象です。 ※当日のご入会でもご利用になれます。
・統合予約サイトからの予約、または直接お電話での予約が対象です。　
・ご精算時にRTTGポイントクラブ会員IDをご提示ください。

 3日（月）・13日（木）・23日（日）・30日（日）
13日（土）・23日（火）・30日（火）・31日（水）
 3日（土）・13日（火）・23日（金）・30日（金）
 3日（月）・13日（木）・23日（日）・30日（日）・31日（月）
23日（水）・30日（水）・31日（木）
 3日（日）・13日（水）・23日（土・祝）・30日（土）
 3日（火）・13日（金）・23日（月）・30日（月）・31日（火）
13日（月）・23日（木・祝）・30日（木）
 3日（日）・13日（水）・23日（土）
13日（土）・23日（火）・30日（火）・31日（水）
 3日（土）・13日（火）
 3日（日）・13日（水）・23日（土）・30日（土）・31日（日）

  5日（水）・15日（土）・25日（火）
15日（月）・25日（木）
 5日（月）・15日（木）・25日（日）
 5日（水）・15日（土）・25日（火）
25日（金）
 5日（火）・15日（金）・25日（月）
 5日（木）・15日（日）・25日（水）
 5日（日）・15日（水）・25日（土）
 5日（火）・15日（金）・25日（月）
 5日（金）・15日（月）・25日（木）
 5日（月）・15日（木）・25日（日）
 5日（火）・15日（金）・25日（月）

対象期間中の「3」と「5」のつく日は3倍、5倍のポイントアップDAY。
RTTGポイントクラブのポイントを貯めるチャンスです。

サンメンバーズ ポイントアップDAY 

※夕食はレストランのコース料理、ディナーブッフェ（開催ホテルのみ）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」及び「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（夕食ご招待の方も含めた利用人数が6名様以上の場合は割引率が
　変わりますのでお問合せください）。
※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。　
※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。　
※ご利用回数は、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。

※対象日当日の午前10時～当日中のご利用がポイント3倍もしくは5倍の対象となります（当日中までに予約された翌日の朝食を含む）。

期　間

サービス
内容

対象ホテル

対象日にサンメンバーズ・リゾーピアをご利用の際、
サンメンバーズ会員様ご本人および配偶者様がご利用になれるサービスです。

2023年4月2日（日）～2024年3月31日（日）のご宿泊まで
※対象外日：土曜日、4/30（日）～5/5（金・祝）、7/16（日）、8/6（日）～8/18（金）、9/17（日）、10/8（日）、11/3（金・祝）、12/29（金）～2024.1/3（水）、
　　　　　 1/7（日）、2/11（日・祝）、2/23（金・祝）

〈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
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 
     ［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。
     ※期間中、毎月2回（2食）までご利用になれます。　
　 ※サンクスフェスティバルと合わせてご利用になれます。

対象者

対象日

内　容

対象ホテル

対象期間

サンメンバーズ会員様ご本人および配偶者様

サンメンバーズプレミアム

毎月
3・13・23・
30・31日は3倍 毎月

5・15・
25日は5倍＆

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

2

ポ
イ
ン
ト
３
倍
Ｄ
Ａ
Ｙ

ポ
イ
ン
ト
５
倍
Ｄ
Ａ
Ｙ

RTTGポイントクラブへのご入会には、
下記二次元コードより「RTTGアプリ」の

インストールが必要です。



サンメンバーズ会員様がご利用になれる会員制リゾートホテル

１４日～８日前
１０％

７日～３日前
２０％

前々日
３０％

前 日
５０％

当 日
１００％

サンメンバーズ会員様がご利用になれるサンメンバーズ リゾート

サンメンバーズ リゾートのご予約方法

サンメンバーズ リゾートのご利用について

ご利用希望日の　　　　
よりご予約になれます

対象ホテル

■ご宿泊料：ルームチャージ制
　※サンメンバーズ宿泊券にてスタンダードタイプをご利用の場合に限り、「ルームチャージ」
　　または「利用実費」よりご選択になれます。
　※食事料金・サービス料・消費税・入湯税・宿泊税は別途必要です。

■全ホテル チェックイン／15：00、チェックアウト／11：00

※特別営業期間　［ゴールデンウィーク］4月29日～5月5日
　　　　　　　　［夏季］7月25日～8月20日　［年末年始］12月30日～1月5日
※特別営業期間のご利用は、各期間において１回のみ、１泊につき１室、2泊までの連泊は可能です。ただし、サン
　メンバーズリゾートにつきましては、「年末年始の全日、ゴールデンウィーク及び夏季の土曜日・祝前日・8/11～16」
　以外の特別営業期間のご利用の場合は、「２連泊まで」であればご利用回数・室数の制限はございません。

■特別営業期間は１泊2食制のご予約のみ承ります。

■キャンセル料について（ご予約の取り消し・変更）

●特別営業期間以外のご利用

●特別営業期間のご利用
キャンセル料は１泊２食料金を対象とし、以下の料率でキャンセル料を申し受けます。
（ご宿泊日の変更は取り消しと同一扱いとなります）

〈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
〈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 リゾートのご予約はお電話または統合予約サイトより。

ご宿泊予定日の７日前から当日の取り消しおよび宿泊人数・室数減については利用実
費もしくはルームチャージを申し受けます。また、ご夕食をご予約の場合はご利用日の
前々日より別途キャンセル料を申し受けます（ご宿泊日の変更は取り消しと同一扱いとな
ります）。

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

サンメンバーズ
リゾート
ご予約先

※ご利用日が直前のご予約取り消しや変更等はご予約のホテルまでご連絡をお願いいたします。

リゾーピア熱海リゾーピア熱海 リゾーピア久美浜リゾーピア久美浜

リゾーピア別府リゾーピア別府 サンメンバーズひるがのサンメンバーズひるがの サンメンバーズ京都嵯峨サンメンバーズ京都嵯峨
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※受付時間 ：9：00～17：00（休業日／日曜日、祝日、4/29～5/5､8/10～16、12/30～1/5）

1年前の同日

ID・パスワードの取得方法は
左記二次元コードより
ご覧ください。

統合予約サイトへは
左記二次元コードより
ログインしてください。

統合予約サイト
https://rsv.rtg.jp/reserve/login

統合予約サイトのご利用には
ID・パスワードが必要です。

［期間限定］サンメンバーズリゾートの特別営業期間ご利用時における規程緩和について
特別営業期間にもサンメンバーズリゾートをご利用いただきやすいよう、2023年4月～2024年3月の期間限定で規程を一部緩和いたします。
■対象者　　　サンメンバーズおよびエクシブの会員様ご本人とそのご紹介者様
■対象ホテル　〈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
■内容　　　　①下記の期間は「1泊2食の制限無し」でご利用になれます。
　　　　　　　　対象期間：2023年4月29日（土・祝）～5月2日（火）、7月25日（火）～8月4日（金）、8月16日（水）～20日（日）、2024年1月4日（木）、1月5日（金）
　　　　　　　②下記の期間は「予約回数の制限無し」でご利用になれます。
　　　　　　　　対象期間：2023年4月29日（土・祝）～5月5日（金・祝）、7月25日（火）～8月20日（日）、12月30日（土）～2024年1月5日（金）
　　　　　　　③下記の期間は「泊数・利用室数・連泊日数の制限無し」でご利用になれます。
　　　　　　　　対象期間：2023年4月29日（土・祝）～5月5日（金・祝）、7月25日（火）～8月20日（日）、12月30日（土）～2024年1月5日（金）



［サンメンバーズ会員様向け客室のあるエクシブ＆ザ・ロッジ］
〈エクシブ〉軽井沢（本館）／蓼科／初島クラブ／伊豆／浜名湖／鳥羽（本館）／琵琶湖／
　　　　  白浜（本館）／淡路島／鳴門 ザ・ロッジ

［サンメンバーズ会員様向け客室のあるエクシブ＆ザ・ロッジ］
〈エクシブ〉軽井沢（本館）／蓼科／初島クラブ／伊豆／浜名湖／鳥羽（本館）／琵琶湖／
　　　　  白浜（本館）／淡路島／鳴門 ザ・ロッジ

※サンメンバーズフレックスクラブ（SFX）の会員様につきましては、上記エクシブはご利用対象外です（ザ・ロッジはご利用になれます）。　
※エクシブ那須白河 ザ・ロッジにつきましては、平日はご利用希望日の1年前の同日より、土曜日・祝前日はご利用希望日の2カ月前の1日よりご予約になれます。

〈エクシブ〉那須白河／那須白河 ザ・ロッジ／那須白河 ドギーヴィラ／山中湖／
　　　　  軽井沢 パセオ／湯河原離宮／箱根離宮／鳥羽アネックス／鳥羽別邸／
              京都 八瀬離宮／白浜アネックス／有馬離宮／鳴門

〈エクシブ〉那須白河／那須白河 ザ・ロッジ／那須白河 ドギーヴィラ／山中湖／
　　　　  軽井沢 パセオ／湯河原離宮／箱根離宮／鳥羽アネックス／鳥羽別邸／
              京都 八瀬離宮／白浜アネックス／有馬離宮／鳴門

対象ホテル

対象ホテル

■ご宿泊料
ルームチャージ制
※食事料金・サービス料・消費税・入湯税・宿泊税は別途必要です。

■全ホテル チェックイン／15：00、チェックアウト／11：00
■特別営業期間は１泊2食制のご予約のみ承ります。

ご宿泊予定日の７日前から当日の取り消しおよび宿泊室数減については、ルーム
チャージを申し受けます。また、ご夕食をご予約の場合はご利用日の前々日より別途
キャンセル料を申し受けます（ご宿泊日の変更は取り消しと同一扱いとなります）。

■キャンセル料について（ご予約の取り消し・変更）

●特別営業期間以外のご利用

●特別営業期間のご利用
キャンセル料は１泊２食料金を対象とし、以下の料率でキャンセル料を申し受けます。
（ご宿泊日の変更は取り消しと同一扱いとなります）
１４日～８日前
１０％

７日～３日前
２０％

前々日
３０％

前 日
５０％

当 日
１００％

※ご利用日が直前のご予約取り消しや変更等はご予約のホテルまでご連絡をお願いいたします。

○ご利用ホテル名　○ご利用希望日　○会員番号　○ご登録名　○ご利用代表者名・ご連絡先　○ご利用人数・室数　○ご到着時間

※受付時間／9：00～17：00（休業日：土曜日、日曜日、祝日、4/29～5/5、8/10～16、12/30～1/5）

※ご利用日の前々日、前日、当日のご予約は各エクシブの代表TELまでお問い合わせください。

■エクシブのご予約はサンメンバーズ総合予約センターまで

■ご予約の際には次の内容をお知らせください。

新潟、群馬、埼玉、山梨、神奈川県を含む以東にお住まいの方は

東　京 TEL.03-5323-8210  名古屋 TEL.052-218-8688 大　阪 TEL.06-6315-6339
愛知、岐阜、三重、静岡、長野、富山、石川県にお住まいの方は 福井、滋賀、奈良、和歌山県を含む以西にお住まいの方は

ご利用希望日の「1カ月前の同日」よりご予約可能なエクシブ

ご利用希望日の「1年前の同日」よりご予約可能なエクシブ

エクシブのご予約方法

エクシブのご利用について

エクシブ湯河原離宮エクシブ湯河原離宮エクシブ山中湖エクシブ山中湖 エクシブ有馬離宮エクシブ有馬離宮エクシブ鳥羽別邸エクシブ鳥羽別邸

エクシブ蓼科エクシブ蓼科エクシブ軽井沢エクシブ軽井沢 エクシブ淡路島エクシブ淡路島エクシブ琵琶湖エクシブ琵琶湖

※特別営業期間　［ゴールデンウィーク］4月29日～5月5日
　　　　　　　　［夏季］7月25日～8月20日　［年末年始］12月30日～1月5日
※特別営業期間のご利用は、各期間において１回のみ、１泊につき１室、2泊までの連泊は可能です。

TEL.0557-83-7134    
TEL.0772-83-1383       
TEL.0977-25-2161
TEL.0575-73-2222  
TEL.075-882-5194
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1年前の同日ご利用希望日の　　　　
よりご予約になれます

ご利用希望日の　　　　
よりご予約になれます

1カ月前の同日



ホテルのホームページは
二次元コードよりご覧ください。

〈共通事項〉　※天候等により、プログラムの内容・開催時期・時間が変更となる場合がございます。予めご了承ください。　※写真はイメージを含みます。　※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
　　　　　　※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。　※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。
　　　　　　※宿泊のご予約はホテルまでお問い合わせください。　※ご利用についてはご契約会員権の利用規程に準じます。
　　　　　　※宿泊パッケージ料金は1室あたりのご利用人数により料金が変動します。詳しくはホテルへお問い合わせください。　  　  　　

リゾーピア熱海

3部構成でバラエティに富んだ花火が楽しめる熱海海上花火大会。会場とな
る熱海湾を目の前にしたリゾーピア熱海では、お部屋や屋上から迫力ある花
火をご覧になれます。

熱海海上花火大会2023

熱海市街地から約3分間の空中散歩。八幡山の切り立った崖をロープウェイ
が上がるにつれて、熱海の街がぐんぐん小さくなり、空と海の景色がダイナミッ
クに広がります。 春には山が花 で々色づく姿も楽しめます。

アタミロープウェイ

■場　所　熱海湾　　　　　 
■期　間　4月15日（土）、5月13日（土）、7月28日（金）、8月5日（土）・8日（火）・18日（金）・
　　　　　22日（火）・25日（金）、9月18日（月・祝）、10月14日（土）、12月3日（日）
■時　間　20：20～  ■料　金　無料

■場　所　静岡県熱海市熱海1992-1 熱海八幡山（山頂駅）  
■アクセス　ホテルより車で約10分   ■時　間　9：30～17：30　　　　　　　
■料　金　片道 大人400円、小人300円   往復 大人700円、小人400円（全て1名様・税込）
■問い合わせ先　アタミロープウェイ TEL.0557-81-5800

〒413-0012  静岡県熱海市東海岸町13-93
TEL.0557-83-5959（代）
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縁起の良い紅白の鯛「金目鯛（紅）」と「真鯛（白）」を伊豆産にこだわりご
用意しました。春のお祝い・お喜びの席におすすめのおめでたいディナー
コースです。

紅白鯛コース
稲取産金目鯛（紅）╳伊豆産天然真鯛（白）

■期　間　～4月12日（水）
■料　金　13,200円（大人1名様・税込）
※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。
※お米は国産米を使用しております。
※ご宿泊は、1泊2食付きのパッケージをご用意しております。詳しくはホテルまでお問い合わせください。

リゾーピア熱海は2023年1月21日に開業40周年を迎えました。
皆様に愛されてきた料理を料理長 椙山が再現し、一品料理にてご提供します。

リゾーピア熱海 40周年記念パッケージ

■定　員　1室大人2名様より  ■期　間　～6月30日（金）  
■料　金　1泊2食 Aコース 19,600円～ （大人1名様・税サ込）※夕食：9,680円（税サ込）＋40年間の思い出の一品料理付
　　　　　1泊2食 Bコース 23,200円～ （大人1名様・税サ込）※夕食：13,310円（税サ込）＋40年間の思い出の一品料理付
■特　典　①お部屋をデラックスルームにランクアップ（1室まで）
　　　　　　※予約状況によりデラックスルームをご用意できない場合がございます。
　　　　　②夕食時40年間の思い出の一品料理付※料理内容は季節により異なります。
　　　　　③夕食時ドリンク1杯付（銘柄指定） ④選べる熱海土産付
※3日前までの要予約　※上記料金に別途入湯税を申し受けます。   
※2部屋目以降よりデラックスルームご利用時、別途追加ルームチャージ〈2,420円（税込）または3,520円（税込）〉を申し受けます。

宿泊パッケージ



リゾーピア久美浜
〒629 -3422  京都府京丹後市久美浜町湊宮1302-2
TEL.0772-83-1380（代）

ホテルのホームページは
二次元コードよりご覧ください。

4月中旬から下旬にかけて朱色の鳥居を取り囲むように、山肌をピンク色に染
める約1,000本の「みつばつつじ」の群生地。山上にある「雪舟観展望所」からの
景色も圧巻で、眺望スポットとしてよく知られています。

獅子崎稲荷 みつばつつじ

〈共通事項〉　※天候等により、プログラムの内容・開催時期・時間が変更となる場合がございます。予めご了承ください。　※写真はイメージを含みます。　※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
　　　　　　※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。　※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。
　　　　　　※宿泊のご予約はホテルまでお問い合わせください。　※ご利用についてはご契約会員権の利用規程に準じます。
　　　　　　※宿泊パッケージ料金は1室あたりのご利用人数により料金が変動します。詳しくはホテルへお問い合わせください。　

■場　所　京都府宮津市獅子崎   ■アクセス　ホテルより車で約60分
■問い合わせ先　天橋立駅観光案内所 TEL.0772-22-8030

関西の奥座敷と呼ばれ、7カ所の外湯巡りが楽しめる「城崎温泉」。浴衣のまちと
してにぎわう温泉街を自由に散策。温泉を楽しむもよし、遊技場の射的などで
遊ぶもよし、お土産を買うもよしと、まるで修学旅行のような気分が味わえます。

観光送迎プログラム 城崎温泉巡り～浴衣のまちを歩く～

■期　間　4月1日・8日・15日・22日、5月13日・20日・27日の毎週土曜日   
■時　間  ホテル発18:40→城崎温泉駅経由→ホテル着21:00（予定）
■定　員　20名　
■料　金　運賃・浴衣無料 ※ホテルにて色浴衣を女性10種以上、男性2種ご用意しております。
※城崎温泉までは無料送迎バスをご利用いただけます。

昨年も多くのお客様にご好評いた
だいたキャンペーンが期間限定で
復活。ずわいがにを2杯使用した
ボリューム満点のフルコースを1名
様5,000円OFFにてご用意します。

ずわいがに
キャンペーン
パッケージ

■定　員　1室大人2名様より  
■期　間　3月22日（水）～
　　　　　4月23日（日）  
■料　金　通常価格 1泊2食 25,700円～を
　　　　　特別価格
　　　　  1泊2食 20,700円～
　　　　　　（大人1名様・税サ込）

※3日前までの要予約　
※写真は焼鍋盛りのみ2名様の盛り付け例です。
※上記料金に別途入湯税を申し受けます。   

宿泊パッケージ
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一般的なとり貝は春までしか生育できませ
んが、丹後産のとり貝は栄養豊富な内湾で
育つため、春以降も成長を続け、一回り以
上も大きく育ちます。大きくなるほど肉厚に
なるのも特徴で、その味は柔らかく独特の
甘みを持つ高級食材です。厳選されたとり
貝を3個使用しお好みの方法でお召し上が
りいただきます。山陰の至宝「但馬牛」をあ
わせた久美浜で食す価値ある一品です。

丹後産とり貝×但馬牛コース

■2名様より
■期　間　5月7日（日）～5月31日（水）
■料　金　22,000円（大人1名様・税込）
※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。



九州の味覚三撰「料理長厳選の霜降り馬
刺し」「別府湾伊勢海老」「おおいた豊後
牛」と旬の食材でおりなす、料理長 大越
渾身の会席料理をぜひ、ご賞味ください。

九州の味覚三撰

■2名様より　
■期　間　3月1日（水）～4月10日（月）
■料　金　17,600円（大人1名様・税込）
※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。　
※お米は国産米を使用しております。
※ご宿泊は、1泊2食付きのパッケージをご用意して
　おります。詳しくはホテルまでお問い合わせください。
※ホテルから半径約4km圏内で仕入れた食材70％以上
　使用しています。

宿泊パッケージリゾーピア別府
卒業旅行におすすめの宿泊パッケージです。夕食時には特典としておおいた名物のとり天と90分間
のフリードリンク付き。記念写真をプレゼントいたします。ご家族とのお祝いにぜひご利用ください。

卒業旅行パッケージ
〒874 -0831  大分県別府市堀田7組の１
TEL.0977-25-2111（代）

ホテルのホームページは
二次元コードよりご覧ください。

〈共通事項〉　※天候等により、プログラムの内容・開催時期・時間が変更となる場合がございます。予めご了承ください。　※写真はイメージを含みます。　※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
　　　　　　※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。　※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。
　　　　　　※宿泊のご予約はホテルまでお問い合わせください。　※ご利用についてはご契約会員権の利用規程に準じます。
　　　　　　※宿泊パッケージ料金は1室あたりのご利用人数により料金が変動します。詳しくはホテルへお問い合わせください。

別府市内竈地区に鎮座する神社。人気漫画の聖地として注目されています。
鬼が造ったという伝説のある石段を上ると、二の鳥居の奥に社殿が見えます。
神社の位置する高台は、朝日を拝む絶景スポットとして知られています。

八幡竈門神社
はちまんかまど

■場　所　大分県別府市大字内竈1900    ■アクセス　ホテルより車で約15分
■問い合わせ先　八幡竈門神社 TEL.0977-66-1633

■期　間　 
　3月1日（水）～31日（金）
　※対象外日：土曜日
■場　所　
　日本料理 やまなみ
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■定　員　1室大人3名様より  ■期　間　～3月31日（金）
■料　金　1泊2食13,500円～（大人1名様・税サ込）
■特　典　①夕食時 おおいた名物『とり天』付（大人1名様につき1皿）　
　　　　　②夕食時 90分間フリードリンク付（銘柄指定）    ③夕食時記念写真   ④色浴衣貸し出し
※上記料金に別途入湯税を申し受けます。 

サステナブルコレクション
〈17,600円（税込）〉をご予約の
方へ、夕食時に安心院ワイン・
スパークリングワインを無料で
ご提供いたします。地元の食材
にこだわったお料理と、ワインの
世界大会・日本大会で名誉あ
る賞を受賞した大分のワイナリ
ーが生み出す地ワインをお楽し
みください。

コース料理「サステナブルコレクション」をご予約の方へ

安心院ワイン・
スパークリングワインの
フリードリンク



サンメンバーズひるがの
〒501-5301  岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-362
TEL.0575-73-2221（代）

ホテルのホームページは
二次元コードよりご覧ください。

西日本最大級のゲレンデ「高鷲スノーパーク」で
は、4月下旬まで滑走可能！約4,000ｍ級のコース
が3本、さらにファミリーも楽しめるキッズゲレンデ
には、今季、木製遊具が新登場。標高約1550ｍの
雪山で春スキーをお楽しみください。

まだまだ滑れる！春スキー

■場　所　 郡上市内　長良川
■アクセス　ホテルより車で約20分
■解禁日　2月11日（土・祝）
■問い合わせ先　長良川漁業協同組合 TEL.058-295-3878

日本最大清流の長良川をはじめ多くの清流に恵ま
れた郡上市。豊かな自然がアマゴやイワナといっ
た川魚を育みます。２月の解禁以降、多くの釣り人
が渓流釣りを楽しむ姿が見られます。

２月解禁 渓流釣り

■場　所　 ホテル内 ガーデン・ロビー
■期　間　～3月下旬
■時　間　（マシュマロ提供）18：00～21：00
■料　金　無料

夜はロビーの暖炉で焼きマシュマロはいかがでし
ょうか。パチパチと燃える炎を眺めながら、ゆったり
としたひとときをお楽しみください。

暖炉で焼マシュマロ

山と海の食材を見事に融合した推奨料理。旬の鱈と
上品なうま味の白子は酒粕を香らせた味噌仕立てで
仕上げます。ほのかに香る爽やかな柚子の香りととも
にお楽しみください。メイン料理は飛騨牛をはりはり鍋
仕立てでご用意いたします。ひるがのの旬の味覚をぜ
ひご堪能ください。

推奨料理 緑樹

■期　間　3月9日（木）～4月12日（水）
■料　金　8,800円（大人1名様・税込）
※前日までの要予約　
※上記料金に別途サービス料10％を申し受けます。　
※お米は国産米を使用しております
※ご宿泊は、1泊2食付きのパッケージをご用意しております。
　詳しくはホテルまでお問い合わせください。

地球と遊ぼう！ Let's Enjoy HIRUGANO STAY

〈共通事項〉　※天候等により、プログラムの内容・開催時期・時間が変更となる場合がございます。予めご了承ください。　※写真はイメージを含みます。　※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
　　　　　　※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。　※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。
　　　　　　※宿泊のご予約はホテルまでお問い合わせください。　※ご利用についてはご契約会員権の利用規程に準じます。
　　　　　　※宿泊パッケージ料金は1室あたりのご利用人数により料金が変動します。詳しくはホテルへお問い合わせください。
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■場　所　 岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1
■アクセス　ホテルより車で約15分
■時　間　平日        8：00～16：30   
　　　　　土・日・祝日 7：30～16：30
■問い合わせ先　高鷲スノーパークTEL.0575-72-7000

宿泊パッケージ

夕食のファーストドリンクにシャンパンをお楽しみいただける期間限定パッケージ。
卒業や進級・就職などのお祝いにもお勧めです。

スペシャルモーメントパッケージ

■定　員　1室大人2名様より  ■期　間　3月1日（水）～4月21日（金）
■料　金   1泊2食15,400円～（大人1名様・税サ込）
■特　典　①夕食時ファーストドリンクにシャンパン1杯付※銘柄指定

　　　　　②お子様に濃厚なぶどうジュースを1杯プレゼント　③カラオケ1時間無料
※カラオケの予約状況によりご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

館内おすすめ体験



蹴上インクラインは高低差約36ｍの琵琶湖疏水の急斜面で船を運航するた
めに使われた傾斜鉄道の跡地です。春は満開の桜並木の中、線路内を歩い
て観賞することができます。

廃線になった線路の散歩道「蹴上インクライン」

■場　所　 京都市左京区粟田口山下町～南禅寺草川町
■アクセス　ホテルより車で約30分

■期　間　3月1日（水）～4月30日（日）   ■場　所　日本料理 嵯峨
■料　金　2,200円（税込）※左記料金に別途サービス料10％を申し受けます。

風情のある酒蔵が建ち並ぶ京都。豊富な伏流水を生かした酒造りが盛んです。
まるで酒蔵巡りをしているかのような、スタッフおすすめの飲み比べセットをご用
意いたします。季節の日本料理とともにお楽しみください。

京の蔵元 春の飲み比べ

〈共通事項〉　※天候等により、プログラムの内容・開催時期・時間が変更となる場合がございます。予めご了承ください。　※写真はイメージを含みます。　※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
　　　　　　※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。　※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。
　　　　　　※宿泊のご予約はホテルまでお問い合わせください。　※ご利用についてはご契約会員権の利用規程に準じます。
　　　　　　※宿泊パッケージ料金は1室あたりのご利用人数により料金が変動します。詳しくはホテルへお問い合わせください。

嵯峨野トロッコ列車乗車券、保津川下り乗船券、トロッコ嵯峨駅に併設されたジオラマ京都
JAPAN入場券をオプションでセットにした1泊2食付の宿泊パッケージです。

嵯峨野トロッコ列車＆保津川下りパッケージ

■定　員　1室大人2名様より  ■期　間　3月1日（水）～7月14日（金）※嵯峨野トロッコ列車運休日を除く
■料　金　1泊2食17,900円～（大人1名様･税サ込）
　　　　　　  ※嵯峨野トロッコ列車乗車券880円（税込）＋保津川下り乗船券4,500円（税込）＋ジオラマ京都JAPAN入場券370円（税込）＋
　　　　　　　　バス乗車券310円（税込）＋1泊2食11,840円（税サ込）～＝合計17,900円（税サ込）～

※3日前までの要予約　※大雨･強風･増水などにより運航中止となる場合があります。　※満席の際はご乗車になれません。   
※保津川下りは4歳より料金が発生いたします。お子様料金について詳しくはホテルまでお問い合わせください。
※上記料金に別途宿泊税を申し受けます。

宿泊パッケージサンメンバーズ京都嵯峨
〒616-8304  京都市右京区嵯峨広沢南野町27-１
TEL.075-882-8771（代）

ホテルのホームページは
二次元コードよりご覧ください。
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※2023年2月12日（日）～22日（水）はメンテナンスのため休館となります。

新京野菜 京ラフランをお浸しで、季節の山菜を使用した天婦羅と旬のク
レソンをお鍋に、〆のお食事はほたるいかの釜炊きご飯をご用意した春ら
しい料理長おすすめのコースです。

旬彩料理 華
はな

■期　間　4月1日（土）～5月20日（土）
■料　金　12,100円（大人1名様・税込）
※前日17時までの要予約　
※上記料金に別途サービス料10％を申し受けます。
※釡炊きご飯は2名様の盛り付け例です。　
※お米は国産米を使用しております。



◎基本スタンプAは、ビンゴスタンプ対象日の平日（日～金曜日）に「1泊+夕食+朝食」のご利用で、リゾートビンゴは1泊に
　つきご利用ホテルの［ホテルマス］に1スタンプ+［CHANCEマス］に1スタンプ、サステナブルビンゴは1泊につき
　［お好きなホテルマス］に1スタンプ+［CHANCEマス］に1スタンプ、ご利用泊数分押印します。
◎基本スタンプBは、ビンゴスタンプ対象日の土曜日・特定日に「1泊+夕食+朝食」のご利用で、リゾートビンゴは1泊につき
　ご利用ホテルの［ホテルマス］に1スタンプ、サステナブルビンゴは1泊につき［お好きなホテルマス］に1スタンプ、ご利用
　泊数分押印します。
◎連泊利用限定ボーナススタンプは、ビンゴスタンプ対象日に連泊でご利用の場合に、ボーナススタンプとして基本スタン
　プに加えて［CHANCEマス］に1スタンプ押印します。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。
●その他のルールや注意事項など、詳しくはビンゴカードの記載内容をご確認の上、ご利用ください。

「リゾートビンゴ」もしくは「サステナブルビンゴ」のどちらか1つに押印しますので、
お好きな方のビンゴをお選びください。両方のビンゴへ重複して押印はできません。

抽選で100組200名様に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

「リゾートビンゴ」「サステナブルビンゴ」のそれぞれで下記賞品をご用意します。

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

2023年4月1日（土）～2024年1月31日（水）のご宿泊まで
※ビンゴスタンプ対象外日：4/29（土・祝）～5/6（土）、8/5（土）～8/19（土）、12/29（金）～2024.1/3（水）のご宿泊

〈ベイコート倶楽部〉  東京／横浜／ラグーナ／芦屋
〈エクシブ〉

〈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
〈カハラ〉              ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

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「平日ご利用電子チケット5万円」をプレゼント

パーフェクトビンゴ賞
（全12列達成）

※ビンゴカードは2023年3月上旬頃より対象ホテルのフロントにてご用意いたします。また、会員の皆様へは2023年3月10日(金)発行のMy Resort125号に同封してお送りいたします。
※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。
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。賞品は会員様に発送いたします。  ※「平日ご利用電子チケット」はRTTGアプリ内の電子チケットで進呈いたします。
※写真はイメージです。ビンゴカードのデザインは変更となる場合がございます。

エントリーされた方全員に
「平日ご利用電子チケット3万円」をプレゼント
エントリーされた方全員に
「平日ご利用電子チケット2万円」をプレゼント

※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

期 間

対象
ホテル

ビンゴの
楽しみ方
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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。

リゾーピア久美浜

サンメンバーズ京都嵯峨エクシブ京都 八瀬離宮エクシブ白浜＆アネックスリゾーピア別府

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜リゾーピア熱海 エクシブ伊豆

抽選で2種類のビンゴ合計
200組400名様（      ）に
お好きなホテル※１

2泊3日ペアご招待

各100組
200名様

今年4月、弊社創立50周年を迎える記念企画として、対象ホテルに宿泊してスタンプを集める
毎年恒例ホテルマス指定の「リゾートビンゴ」に加え、ホテルマスフリーの「サステナブルビンゴ」の
2種類のビンゴキャンペーンを開催。ご利用シーンに応じて
お好きな方のビンゴカードにスタンプを集め、パーフェクトを目指しましょう！ 

ビンゴカードは
3月上旬より

対象ホテルのフロントに
ご用意いたします。

リゾート
ビンゴ

サステナブル
ビンゴ

リゾートビンゴ ＆ サステナブルビンゴ 2023


