
大倉クラブ＆ホテルズ
紹介動画（30秒）を公開中

ぜひご覧ください。
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富士河口湖紅葉まつり  熱海海上花火大会 

 光と花のウィンターガーデン 

プリンセス富士河口湖 ＧＲＥ熱海

ＧＲＥ淡路島

この印刷物は、有害な廃液等
を出さないエコでクリーンな
印刷方式「水なし印刷」を採用
しています。

例年 11 月上旬～中旬が紅葉の見頃と
なる、山梨県・河口湖。見頃の時期に
は「富士河口湖紅葉まつり」が開催され、
紅葉や屋台グルメを楽しめます。紅葉回廊
では、幻想的なライトアップが催され、今年か
ら「奥の細道」と称した新エリアが延伸。リニューアルした紅
葉まつりにぜひお越しください。

夏だけではなく年間を通して 15 回以上開催されている熱海名
物の花火大会。夜空に広がる花火や、水面に映る花火、そして、
フィナーレを飾る「大空中ナイアガラ」の美しさは、瞬きを忘
れるほど大迫力の花火をご覧いただけます。 

●開催期間：2022年10月29日(土)～11月23日(水・祝)
●場　　所：�河口湖畔河口梨川周辺（ホテルから車で約10分）

●開催期間：2022年�11月20日（日）、12月��4日（日)�、
� � 12月18日（日）、12月24日（土）
� 午後8時20分～8時40分
●場　　所：�熱海湾（熱海サンビーチ～熱海港）
� ※花火の見える部屋の指定はお受けできません
●お食事はおすすめ会席以上のご用意となります（和み会席は除く）。

あわじグリーン館が光と植物たちの
フラワーシャワーで満たされる、高
さ約 20 ｍの大空間を活かしたウィ
ンターガーデン！今年はアナナス類、
スパニッシュモスなど、熱帯植物に
よるカラフルでフォトジェニックなツ
リーが登場。見るだけでも元気にな
れる華やかなツリーは必見です。

●開催期間：2022年11月19日（土）～2023年１月15日（日）
� 10:00～18:00
� �12/2～12/25�の金・土・日は�21：00まで
� （最終受付20：00）
●場　　所：�兵庫県立淡路夢舞台公苑温室「あわじグリーン館」
� （ホテルから車で約10分）
●入 場 料：�大人�1,000円、70歳以上�500円（いずれも税込）
� � 高校生以下�無料�

おすすめ
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①会員権を切替された会員様
②祖父母・父母より名義変更をされた会員様
③法人→個人に名称を変更された会員様

切替前からの所有期間に
変更前からの所有期間に
変更前からの所有期間に

ご好評につき
『10年以上所有』に関して

条件緩和を致しました。（※1）

支配人 刀谷

OKURA CLUB ＆ HOTELS8 OKURA CLUB ＆ HOTELS 7

プラチナ会員は
こちら

10年以上※1、
個人名義で会員権を所有

されている会員様

会員様が繋がり合って楽しく過ごせる

「～去りゆく夏と秋の到来
を感じませんか～」

■清水寺　ホテルから車で20分
　日時／2022年11月18日（金）～30日（水）
	 17：30～21：00（受付終了）
　料金／大人（高校生以上）400円、小中学生200円

■永観堂（禅林寺）　ホテルから車で15分
　日時／2022年11月5日（土）～12月4日（日）
　ライトアップ　17：30～21：00（受付終了／20:30）	
　ライトアップ　中学生以上600円

秋の紅葉
ライトアップ

料理テーマ「実り多き秋を豊かな食材とともに」
当日はあいにくの天気でしたが、食事の席で菊酒をご用意し
て支配人の刀谷と料理長の榎本が席にてご挨拶に回り和気
あいあいと食事とご歓談を楽しんでいただきました。

夕食会「名残の秋　自然の恵みに舌鼓」

第8回 京都であいましょう

第6回 京都であいましょう

～彩り深まる紅葉  実りの秋に感謝～

榎
本
料
理
長

※会員種別により、諸条件がございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

０570-00-1955（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）プラチナ会員登録の
お問い合わせ先

プラチナ会員登録キャンペーン

資格要件

メリット

今ならカードを増やせるチャンス!!

テーマ

プラチナ会員登録手数料無料 名義変更手数料無料
（別途登記費用・印紙代が必要となる場合あり）

現在の会員カード枚数にプラチナ
会員カードの追加ができます

プラチナ会員様は従来のカードと
同条件でご利用可能です

親御様世代とお子様世代共に、
お得に幅広くご利用いただけます

年会費は従来通りのままで
ご利用いただけます

70歳以上で会員権を所有
されている会員様

（現在の代表者様年齢）

お子様やお孫様に名義変更
をされる会員様

※会員種別によりカード
　発行可能枚数が異なり
　ます。

オーナーアネックス
サブオーナープラチナオーナー

プラチナサブオーナー

夕食会のご案内

プラチナ会員のご案内

宿泊料金　例： 平日１泊2食付き9,900円×5名＝49,500円（税込）

平日素泊り（５名２部屋利用時）＝20,900円（税込）

※キャンペーン料金適用時。

例えば大人5名様でご利用の場合

※下記3項目すべてに当てはまる方が対象 

プラチナ会員は
募集口数に達し次第、

終了させて
いただきます。

サロンのようなホテルを目指して、ホテルスタッフが会員様をサポートいたします。ホスピタリティー
あふれるスタッフが会員様ファーストの心で寄り添い、ライフパートナーになる事を目指しております。

ぜひ、世界の京都、新旧文化の混在する京都、そして会員様が心より楽しめるGRE京都へお越しくださいませ。ス
タ
ッ
フ 

西
網

すべての会員様に上質な体験をすべての会員様に上質な体験を

イベントのご案内

「北野天満宮 もみじ苑」

ホテル集合13:00 
ホテルに荷物を預けて身軽に行きましょう

※雨天時は宝物殿

京都スタッフおすすめの
紅葉スポットを一緒に見に行きませんか

■高台寺・圓徳院　ホテルから車で20分
　日時／2022年10月21日（金）～12月11日（日）
　夜間特別拝観期間	～22：00（受付終了／21：30）
　※ライト点灯時間17：00
　料金／	大人600円、中高生250円、高台寺（掌美

術館含む）・圓徳院	共通拝観券900円
　※	小学生以下大人の保護者同伴で無料
　　（保護者は小学生以下10名に1名必要）

ス
タ
ッ
フ 

鍾

◆参加費 特撰コース料金 ◆定員 40名様2022年 11月20日（日）

イベント報告
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RESTAURANT HESTIA GINZA
ヘスティア ギンザ

近江大倉和牛の薪焼きとスープが好評！

ディナー　17:00-23:00（Last in21:00）
ランチ　　11:00-15:00（Last in14:00）

料金　8,800円（税込）～

tel.03-6281-4888
東京都中央区銀座7丁目7番7号
GINZA 777 ADC BUILDING 2階 公式サイト

東京新宿駅にオープンした大倉クラブ＆ホテ
ルズ直営店「HESTA SOUP STAND」で提
供している大倉クラブ＆ホテルズが開発した
オリジナル黄金だしをホテル売店で販売して
おります。鰆、鰹など 6 素材をオリジナルブ
レンドし、日本古来の「うま味」を独自に凝縮。
あっさりとしながらも深みのある味わいです。
体に優しい本格だしをご家庭でお気軽にお楽
しみください。

https://oumami.jp/　tel.03-6457-8810

オリジナル黄金だしを
ホテル売店で販売開始

   5 パック入り     540円（税込） 

 20 パック入り  1,750 円（税込） 

oumâmi HESTA SOUP STAND
NEWoMan 新宿店

大倉クラブ＆ホテルズの展開しているレストラン、「HESTIA GINZA（ヘスティア ギンザ）」。
早くも多くのお客様からご愛顧をいただいております。
当レストラン自慢のコース料理は、無添加無化調の滋養豊かなスープと、
自社ブランド「近江大倉和牛」のポテンシャルを引き出す薪焼き。
ソムリエがセレクトしたワインとともに味わえば、至高の時間をお過ごしいただけます。



近江大倉和牛の一品料理食欲の秋に
おすすめ

提供期間　2022年11月30 日（水）まで

OKURA CLUB ＆ HOTELS16 OKURA CLUB ＆ HOTELS 15

今シーズンはいずれも特撰コースのみのご提供になります。ぜひご賞味ください。

ふぐ料理  ３
2023年

/31（金）まで
11/1（火）～ザ グラン リゾート エレガンテ伊豆
11/1（火）～ザ グラン リゾート エレガンテ淡路島
11/6（日）～ザ グラン リゾート三方五湖

カニ料理  1
2022年

1/5（土）～３
2023年

/31（金）
ザ グラン リゾート城崎
ザ グラン リゾート三方五湖
ザ グラン リゾート天の橋立

ふぐ・カニ料理  1
2022年

1/5（土）～３
2023年

/31（金）
ザ グラン リゾート三方五湖

クエ料理  1
2022年

1/1（火）～３
2023年

/31（金）
ザ グラン リゾート エレガンテ白浜

カキ料理  1
2022年

1/6（日）～３
2023年

/31（金）
ザ グラン リゾート赤穂

おせち料理を販売しますおせち料理を販売します

冬の味覚冬の味覚
ふぐギフトセットふぐギフトセットをを販売販売しますします

写真は全てイメージです。

写真はイメージです。

ご予約はお電話またはホテルにお越しの際に、ホ
テルスタッフまでお申し付けください。ホテルに
てお支払いの場合は、大倉ポイントの付与対象に
もなり大変お得です！

大倉クラブ＆ホテルズの自社ブランド、近江大倉和牛の一品料理を各ホテルで提供し
ております。近江大倉和牛は、日本三大和牛、近江牛の中でも特に品質が高いとされ
る A4/B4 ランク以上の認定近江牛です。料理長が趣向を凝らした料理で近江牛の味わ
いをぜひお楽しみください。

鍋と刺身がセットになったふぐギフトセットを会員様に販売いたします。鍋と刺身がセットになったふぐギフトセットを会員様に販売いたします。
ご家庭で気軽にふぐ料理をお楽しみください。ご家庭で気軽にふぐ料理をお楽しみください。

二段重(2～3人前）

38,500円（税込）
限定300セット
送料無料

三段重(4～5人前）

55,000円（税込）
限定200セット
送料無料

全国各地、大倉クラブ＆ホテルズのある土地に
ちなんだ食材をお重に詰め込み、ご自宅にお届
けいたします。おめでたい新年の食卓で、ご家
族揃って全国グルメツアーはいかがですか？
ぜひその地域を思い浮かべながら、工夫を凝ら
した一品一品を賑やかにお召し上がりください
ませ。

数量限定につきご予約はお早めに

近江大倉和牛そぼろ入り
アナゴ弁当

近江大倉和牛ミンチ入り
出汁巻きサンド

近江大倉和牛ハンバーグ

冬の味覚を冬の味覚を味わうなら味わうなら
ザ グラン リゾートへザ グラン リゾートへ

0570-00-1955 受付時間：
平日 10:00 ～ 18:00

養殖とらふぐ鍋・刺身セット
（2人前）9,000円
刺身40ｇ、鍋用切り身300ｇ、干しひれ5ｇ、
ポン酢、もみじおろし10個、小ネギ

養殖とらふぐ鍋・刺身セット
（3～ 4人前）15,000円
刺身100ｇ、鍋用切り身300ｇ、皮刺し100ｇ、
干しひれ5ｇ、ポン酢、もみじおろし10個、
小ネギ

予約
 受付中！

大好評

食材一例

三重県産伊勢海老のテルミドール
北海道産帆立燻製グリル

山梨名物煮鮑
近江牛しぐれ煮

丹波黒豆煮・金箔添え
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1718

ジュニアプラン
小学生対象

キッズプラン
幼児対象

1泊 2食寝具付き 7,700 1 泊 2食寝具付き 6,050
1 泊 2食添い寝 2,750

■お子様料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)

年末年始・GW特別期間ご利用受付のご案内

■年末年始特別期間　
2022年12月31日（土）～2023年1月3日（火）泊
■利用区分

Ａ区分：1
2022年

2月31日（土）泊～　 1
2023年

月1日（日・祝）泊
Ｂ区分： 1

2023年
月 ２日（月・休）泊～1

2023年
月3日（火）泊

〇A区分またはB区分で1泊または2泊となります。
〇�上記期間の泊数の制限解消、部屋数の追加及びＡ・Ｂ区分にまたがる
　お申込みは、11月8日（火）午前9時から受付開始となります。

■申込受付開始日
◉7カ月前/6カ月前から予約受付開始の会員様
　予約受付中

◉���TH・THR・TM・RTM・TMK会員様
　2022年11月8日（火）午前9時から受付
〇�WEBでのお申込みは予約受付開始日午前11時からの受
付となります。

〇�WEBでのお申込みは、事業本部からの通信をもちまして、受
付とさせていただきます。送信済みでもご予約は完了してお
りません。お急ぎの場合は、お電話にてお申込みください。

■ご宿泊料金

 会員種別により予約受付日が異なります。 詳細は本誌20ページ上段の表をご確認ください。

〇�プリンセス有馬の鉄板焼きコースはスタンダードコースは料理長
� おすすめコース料金、レコメンドコースは特撰コース料金、�
　プレミアムコースは和みコース料金＋9,900円（税込）�
〇お一人様1部屋利用の場合は、＋シングル料金1,100円（税込）

〇�1室3名以上のご利用はお一人様追加につき+4,400円(税込)
〇�小学生は人数に含みます(添い寝はお受けしておりません)�
〇�朝食(お一人様)＋大人2,200円(税込)、小学生・幼児1,100円(税込)

会員種別 利用日 和みコース 料理長
おすすめコース 特撰コース

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー

年末年始 14,300 17,050 19,800

ＧＷ 12,100 14,850 17,600

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK

年末年始 15,950 18,700 21,450

ＧＷ 13,750 16,500 19,250

THR
年末年始 17,050 19,800 22,550
ＧＷ 14,850 17,600 20,350

利用券
（会員が同行しない場合）

年末年始 17,600 20,350 23,100
ＧＷ 15,400 18,150 20,900

会員種別 利用日 1室1名様
ご利用の場合

1室2名様
ご利用の場合

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー 年末年始

ＧＷ

7,700 11,000

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK
THR

8,800 12,100

利用券
（会員が同行しない場合） 9,350 12,650

■素泊まり料金（1室あたり　消費税込・サービス料不要)(単位：円）■1泊2食料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)	

■ＧＷ特別期間　2023年 5月 3日（水・祝）～ 5月6日（土）泊

OKURA CLUB ＆ HOTELSOKURA CLUB ＆ HOTELS

■宿泊料金

会員種別 利用日 和みコース 料理長
おすすめコース 特撰コース

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー

平日 9,900 12,650 15,400

土曜連休 12,100 14,850 17,600

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK

平日 11,550 14,300 17,050

土曜連休 13,750 16,500 19,250

THR
平日 12,650 15,400 18,150

土曜連休 14,850 17,600 20,350

利用券
（会員が同行しない場合）

平日 13,200 15,950 18,700

土曜連休 15,400 18,150 20,900

■1泊2食料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)	 ■素泊まり料金（1室あたり　消費税込・サービス料不要)(単位：円）

会員種別 利用日 1室 1名様
ご利用の場合

1室 2名様
ご利用の場合

1室 3名様
ご利用の場合

オーナー
サブオーナー
アネックス
プラチナオーナー
プラチナサブオーナー
メンバー
サブメンバー
ローズメンバー
プラチナメンバー
プラチナサブメンバー

平日 6,600 8,800 12,100

土曜連休 7,700 11,000 15,400

同伴者（会員が同行す
る場合）
グローバル
ロイヤル
カンパニー
TH
RTM
TM・TMK
THR

平日 7,700 9,900 13,200

土曜連休 8,800 12,100 16,500

利用券
（会員が同行しない場合）

平日 8,250 10,450 13,750

土曜連休 9,350 12,650 17,050

〇�プリンセス有馬の鉄板焼きコースのスタンダードコースは料理長�
おすすめコース料金、レコメンドコースは特撰コース料金、プレミア
ムコースは和みコース料金＋9,900円（税込）
〇�お一人様1部屋利用の場合、＋シングル料金1,100円（税込）

〇�1室3名以上のご利用はお一人様追加につき+3,300円（税込）、土曜連休
に宿泊の場合は+4,400円（税込）

〇小学生は人数に含みます(添い寝はお受けしておりません)
〇�朝食（お一人様）＋大人2,200円(税込)、小学生・幼児1,100円（税込）

＜1泊2食付き・素泊まり　共通のご案内＞
■��土曜連休料金について
プリンセス有馬、GR有馬・淡路島・京都・白浜・近江舞子・プリ
ンセス富士河口湖は通年、軽井沢（夏期）、カニシーズン（11月5日
（土）～3月末）の城崎・天の橋立・三方五湖、8/16京都に宿泊の場
合は土曜連休料金が生じます。

＜特別期間　1泊2食付き・素泊まり　共通のご案内＞
�■�変更・キャンセルにつきましては、宿泊日前日より起算し11日
前の午後4時以降からはキャンセル料が生じます。

ジュニアプラン
小学生対象

キッズプラン
幼児対象

1泊2食寝具付き 7,700 1泊2食寝具付き 6,050

1泊2食添い寝 2,750

■お子様料金(お一人様　消費税込・サービス料不要)(単位：円)

■キャンセル料金について
※予約の変更、取消時に所定のキャンセル料金が生じます。
（料理のグレードアップおよび人数の増加による変更は除く）
〇1泊2食付きプラン(1人あたり）(単位：円)

※ヴィラ・リュウセイ、ヴィラ・コンコルディアおよび提携ホテルは別料金になります。※ヴィラ・リュウセイ、ヴィラ・コンコルディアおよび提携ホテルは別料金になります。

ザ グラン リゾート ホテル  キャンペーン料金を継続中

■年末年始特別期間 2022年12月31日（土）～2023年1月3日（火）泊
■ＧＷ特別期間 2023年   5月    3日（水・祝）～　　5月6日（土）泊

上記特別期間を除く

取消日・変更日 利用日 和み・おすすめ
コース 特撰コース

宿泊日の前日より起算し 
2 日前 ( ※特別期間 11 日
前 )  16 時以降

平日 4,000 4,000
土曜連休 5,000 5,000

前日 16 時以降～当日
平日 5,000 7,500

土曜連休 6,000 8,500

〇ジュニアプラン(1人あたり)�
　�宿泊日の前日より起算し2日前(特別期間11日前)16時以降：2,000円、�
前日16時以降～当日：4,000円
〇キッズプラン�(1人あたり)
　�宿泊日の前日より起算し2日前(特別期間11日前)16時以降：1,250円、�
前日16時以降～当日：2,500円
〇素泊まり(1室あたり)
　�宿泊日の前日より起算し2日前(特別期間11日前)16時以降：宿泊料金の50％、�
前日16時～当日：宿泊料金の100％
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軽井沢・熱海 
白浜・伊豆 京都 淡路島 プリンセス有馬 プリンセス 

富士河口湖 近江舞子 GR ホテル

ＧＲ会員
Ａ・ＡＪ・ＡＳ・Ｂ・Ｅ・Ｈ・ＨＪ・Ｋ・

ＫＪ・ＫＳ・Ｒ・ＲＳ 6カ月前の同日
6カ月前の同日

6カ月前の同日

ＭＪ 7カ月前の同日
軽井沢・熱海 

白浜・伊豆 
会員

ＣＫ・ＣＦ・ＣＣ・ＣＡ・ＤＦ・
ＤＣ・ＤＡ・ＥＦ・ＥＣ・ＥＡ・
ＥＢ・ＦＦ・ＦＣ・ＦＡ・ＦＢ　

7カ月前の同日 6カ月前の同日

6カ月前の同日

京都会員 ＰＦ・ＰＣ・ＰＡ 6カ月前の同日 7カ月前の同日 6カ月前の同日
淡路島会員 ＱＦ・ＱＣ・ＱＡ 6カ月前の同日 7カ月前の同日 6カ月前の同日

プリンセス有馬会員 ＧＦ・ＧＣ・ＧＡ・ＧＢ　 6カ月前の同日 7カ月前の同日　　　　　6カ月前の同日
ポート会員 ＧＪ・ＰＪ・ＱＪ ※1　6カ月前の同日　（所有ホテルは7カ月前（特別期間は6カ月前）の同日）
プリンセス 

富士河口湖会員 ＬＦ・ＬＣ 7カ月前の同日

6カ月前の同日

7カ月前の同日

オーナーズ会員 
( 富士河口湖 
ポート会員 )

ＬＪ
7カ月前の同日
※1（	特別期間は		

6カ月前）

7カ月前の同日
※1（特別期間は	　
　 6カ月前）

法人 ＴＨ・ＴＨＲ・ＴＭ・ＲＴＭ・ＴＭK ※2　6カ月前（特別期間は2カ月前）の同日

会員種別
ご利用ホテル

※1=プリンセス有馬ポート（GJ）・京都ポート（PJ）・淡路島ポート（QJ）・オーナーズ会員（LJ）の特別期間の所有ホテルの予約は6カ月前の同日から受付となります。�
　　�受付日に関しては特定日を設ける場合がございます。
※2=TH・THR・TM・RTM・TMK会員の特別期間の予約受付は2カ月前の同日から受付となります。受付日に関しては特定日を設ける場合がございます。
軽井沢の夏季期間・特別期間の予約は、軽井沢以外の会員様は6カ月前から予約開始となります。

■ 事業本部受付時間外のご予約お申し込み・変更・キャンセルについて
ホテルにおきましても予約状況のご案内や各ホテルごとのご予約のお申し込み・変更・キャンセルを
受付させていただいておりますので、事業本部受付時間外もホテルまでお気軽にお電話ください。

■ 会員証・利用券ご提示のお願い
健全なクラブ運営のため、チェックイン時に会員証・利用券のご提示をお願いしております。
今後とも、安心・安全で親しみの持てるクラブ運営を目指して参りますので、どうぞご協力いただ
きますようご案内申し上げます。

■OTA（on-line travel agent）による客室提供について
大倉クラブ＆ホテルズでは、空室の有効活用および新規会員様募集を目的としてOTAによる客室提
供を行っております。大倉クラブ＆ホテルズの魅力をご存じでない方に体験宿泊していただくこと
で、会員入会の機会を提供しております。また、会員様のご迷惑にならない範囲で空室を有効的に活
用し、ホテルの活性化と雇用創出を図り、会員様へのサービスの向上を目指しております。引き続き
会員の皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

■ 特別期間のご案内
年末年始、GW特別期間は本誌17ページをご参照ください。

本誌掲載の内容は新型コロナウイルスの影響のため、イベントの中止、 
延期や臨時休館をいただく場合がございます。詳しくは各施設または 
大倉クラブ＆ホテルズ事業本部までお問い合わせください。

■ ホームページのご案内

●株式会社　大倉のホームページ
http://okura.co.jp/renewal/

●ザ	グラン	リゾートのホームページ
https://www.granresort.jp

←
大倉のホームページ

←
ザ	グラン	リゾートの
ホームページ

会報誌に記載の料金は全て消費税込になります。

HP でホテルの空き情報をご確認いただけます。 ザ	グラン	リゾートのホームページ			https://www.granresort.jp
ホテル名 11 月 12 月 1 月 2 月
プリンセス
富士河口湖 14 ㈪～ 17 ㈭ 12 ㈪～ 15 ㈭ 16 ㈪～ 19 ㈭ 13 ㈪～ 16 ㈭

GRE軽井沢 7 ㈪～ 10 ㈭ 5㈪～ 8㈭ 16 ㈪～ 19 ㈭ 13 ㈪～ 16 ㈭

GR箱根 休館（設備不良と調査のため）

GRE熱海 8 ㈫～ 11 ㈮ 13 ㈫～ 16 ㈮ 16 ㈪～ 19 ㈭ 13 ㈪～ 16 ㈭

GRE伊豆 14 ㈪～ 17 ㈭ 19 ㈪～ 22 ㈭ 10 ㈫～ 13 ㈮ 7㈫～ 10 ㈮

GR三方五湖 全日営業 10㈫～ 12 ㈭ 全日営業

GR天の橋立 臨時休館	
1 ㈫～ 4㈮ 全日営業

GR城崎 全日営業

ホテル名 11 月 12 月 1 月 2 月
GR近江舞子 7 ㈪～ 10 ㈭ 5㈪～ 8㈭ 10 ㈫～ 13 ㈮ 6㈪～ 9㈭

GRE京都 全日営業 19㈪～ 22 ㈭ 16 ㈪～ 19 ㈭ 14 ㈫～ 17 ㈮

GR和歌の浦 休館（設備不良と調査のため）

GRE白浜 8 ㈫～ 11 ㈮ 19 ㈪～ 22 ㈭ 10 ㈫～ 13 ㈮ 13 ㈪～ 16 ㈭

GRE淡路島 全日営業 12㈪～ 15 ㈭ 全日営業 13㈪～ 16 ㈭

プリンセス
有馬 全日営業 6㈪～ 9㈮ 全日営業 19㈰～ 22 ㈬

GR有馬 7 ㈪～ 10 ㈭ 13 ㈫～ 16 ㈮ 10 ㈫～ 13 ㈮ 6㈪～ 9㈭

GR赤穂 14 ㈪～ 17 ㈭ 19 ㈪～ 22 ㈭ 16 ㈪～ 19 ㈭ 13 ㈪～ 16 ㈭

休館日は変更になることがあります。

ホテル休館日

箱 根 休　館　中 三方五湖 0770-32-1516 白 浜 0739-43-2351
熱 海 0557-81-3334 近江舞子 077-596-0377 有

プリンセス
馬 078-904-1566

伊 豆 0557-22-0022 天の橋立 0772-27-1371 有
グランリゾート

馬 078-904-1661
軽 井 沢 0267-42-8300 京 都 075-451-1600 淡 路 島 0799-74-0200
富
プリンセス

士河口湖 0555-72-3711 城 崎 0796-28-3205 和 歌 の 浦 休　館　中　

赤 穂 0791-48-0077
ヴィラ・コンコルディア 0138-24-5300

（函館）

ヴィラ・リュウセイ 0599-65-7778
（賢島）

■予約受付開始日

ホテルでも宿泊ご予約を承っております

大倉クラブ＆ホテルズ事業本部
〈受付時間〉 9：00〜18：00
月〜金曜日（土曜・日曜・祝日を除く） 0570-00-1955

行���く��ゴーゴー 大倉クラブ＆ホテルズ　ツアー
tour

2/20
（月）

新大阪〈9：48〉―三島＝三島市内（昼食）
＝熱海梅園＝GRE熱海〈15：30〉（静岡県熱
海市）

2/21
（火）

GRE熱海〈9：00〉＝みなみの桜と菜の花まつり
＝下田市内（昼食）＝河津桜
＝GRE熱海〈16：30〉

2/22
（水）

GRE熱海〈9：00〉＝清水日の出港～
清水湾クルーズ～清水日の出港
＝清水市内（昼食）＝石垣いちご狩り
＝静岡―大阪〈17：57〉

交通規制等の都合により、変更が生じる場合があります。
バス会社　伊豆箱根バス

○行程 〈凡例〉―新幹線　＝バス　～船

○出発日
2023 年2 月20 日（月）〈２泊３日〉

○募集人員
30名様（最少催行人員：25名様）
催行の目安として、1月20日（金）までに最小催行人員
に満たない場合にはツアーを中止することがござい
ます。あらかじめご了承ください。また、募集人員に
達した場合はキャンセル待ちとなります。

○集合場所・時間
午前9時15分
（JR新大阪駅3階新幹線中央改札口前）

新型コロナウイルス感染拡大の状況によりツアー内容を変更・中止する場合がございます。
本コース日程は全国旅行支援の対象期間ではございません。
全国旅行支援が適用になる場合は、その時点での条件に沿ってご案内いたします。(2022年10月13日現在)

ザ グラン リゾート エレガンテ熱海に泊まって第156 回

熱海梅園・河津桜・石垣いちご旅

石垣いちご狩り

河津桜

清水湾クルーズ

熱海梅園

■旅行企画・実施／株式会社		大倉	グランツーリスト　■大阪府知事登録旅行業第 2-1472 号　■総合旅行業務取扱管理者：林　幹子

● ご予約時に ①イベント名「○○○○○の旅」
②会員番号　③参加者全員の氏名、性別、
年齢、生年月日、住所、電話番号 をお申し
出ください。

お申し込み
＜受付時間＞平日９：００～１８：００（土日祝除く）

大倉クラブ＆ホテルズ事業本部 0570-00-1955

○旅行代金（お一人様あたり）
●添乗員同行
●会員様のご紹介も参加いただけます。

［会員様］ 77,000円（税込）

［会員様紹介］ 79,000円（税込）

※ 上記旅行代金に宿泊代金は、含まれません。各自ホテル
にて宿泊代金（和みコース料金）を別途ご精算ください。
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契約解除日※ 取消料
　21日前 無料
　20日目～8日目前 旅行代金の20％
　7日目～2日目前 旅行代金の30％
旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始日当日 旅行代金の50％
旅行開始後の解除
または無連絡不参加 旅行代金の100％

〇取消料について
■ツアー取消料(お一人様あたり)

※旅行開始日前日からさかのぼって起算します。

■ホテル取消料金（お一人様あたり）
上記ツアー取消料とは別にホテル取消料が宿泊日前日より起
算し2日前（特別期間は11日前）の16時より生じます（詳細は会
報誌18ページ参照）。
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