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※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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利用規程 
 

＜利用規程＞ 

(1)オーナーは、ご契約に定められた年間（1月1日から12月31日まで）26日または13日の占有日により、ご契約いただきましたエ

クシブ施設（以下「当施設」といいます）がご利用いただけます。ご契約の泊数の範囲内であれば、交換利用により、エクシ

ブ施設、サンメンバーズリゾートホテルを、RTCC予約センターを通じた交換利用によりベイコート倶楽部施設、サンクチュア

リコートをそれぞれご利用いただけ、また、別途リゾネット施設およびRTCCサービスをご利用いただけます。 

(2)オーナーは、当社が定める範囲内で、他のオーナーが利用または交換利用しない占有日の権利により、エクシブをご利用いた

だけます。ご利用いただける施設、プランの詳細およびお申し込みの方法については、当社ホームページ等でお知らせします。 

(3)オーナーもしくはオーナーの信頼する第三者が、オーナーカードを持参することにより、オーナー資格でご利用いただけます。 

(4)ご宿泊時には、後掲別表1【エクシブ施設利用料金表】のルームチャージでご利用いただけます。 

(5)各部屋の定員は、後掲別表1【エクシブ施設利用料金表】をご参照ください。 

(6)ご利用ルームにつきましては、交換による他施設ご利用の場合を含めて、ご契約クラスの部屋と同等もしくは同等クラス以下

の部屋となります。交換利用の場合は、後掲別表5の【ご利用いただける部屋グレードおよび部屋タイプ】にもとづきご利用

いただけます。ただし、円滑な運営を期するため、占有日のご利用であっても、ご希望の客室タイプや棟、階層を承れない場

合がございます。 

(7)チェックインは午後3時、チェックアウトは午前11時です。 

(8)ご利用申し込み方法 

①宿泊ご利用は、完全予約制です。ご予約は後掲別表1記載のエクシブ総合予約センターにお申し込みください。 

②ご予約時には、「ご宿泊日」「ご登録名」「会員番号」「ご利用代表者名」「連絡先」「ご利用人数」「到着時間」をお申し出くだ

さい。 

※幼児（5歳以下）の方は、利用人数より除外いたしますが、寝具類をお使いになる場合は、利用人数に含みます。 

③ご予約確認時には、予約（交換成立）番号をご確認の上、この予約番号をお控えくださいますようお願いいたします。 

④ご予約のお取り消し、宿泊日の変更は、ご利用日の３日前の17:00までに、必ずエクシブ総合予約センターまでご連絡くださ

い。それ以降のゴールド・シーズンまたはレッド・シーズン（後掲＜スペースバンクとは＞参照）に該当する日のご予約の

お取り消し、宿泊日の変更は、取消料として、ご利用日の3日前の17：00から前日までのお取消し、宿泊日の変更の場合はご

予約いただいた部屋タイプ／部屋グレードのルームチャージ料の50％を、また、当日のお取り消し、宿泊日の変更のご連絡

の場合またはご連絡がなかった場合はご予約いただいた部屋タイプ／部屋グレードのルームチャージ料の100％を申し受け

ます。 

なお、ご利用予定であった権利は、取消料の発生の有無に関わらず、ご予約成立前の権利として再度ご利用いただけます。 

ただし、占有日利用をキャンセルされた場合は、次回の交換利用時にご利用いただけるスペースバンクへ預け入れされます。 

   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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＜同伴犬の利用について＞ 

軽井沢 パセオ、軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ、湯河原離宮、鳥羽別邸、六甲 サンクチュアリ・ヴィラ 

 

(1)首記施設の一部の客室は同伴犬と一緒にご宿泊いただけます。その他の動物の宿泊はお断りさせていただきます。 

(2)同伴犬の宿泊が可能な客室はホテルの指定する客室に限らせていただきます。 

(3)当施設での同伴犬の管理、安全確保、同伴犬による事故防止はお客様の責任においてお願い申し上げます。また、当施設を快

適にご利用いただくために、以下の利用条件をお守りください。 

①ご利用いただける同伴犬は以下の条件を満たすものに限ります。 

＊トイレ、無駄吠え等のしつけがよくなされていること。 

＊法律にもとづいた予防接種を受けていること。 

＊感染症状のある病気などにかかっていない健康な犬であること。 

＊見ず知らずの人や犬を見ても、気性が荒くなったり、突発的な行動に出ることがないこと（過去に事故歴のないこと） 

②同伴できる同伴犬数は原則、小型室内犬（体重 10㎏未満）2頭までとし、宿泊料金の他に別途後掲別表 4の同伴犬の利用料

金（消費税込）が必要となりますので、ご予約時には同伴犬数、種類、体重をお申し出ください。 

＊体重 10㎏以上の中・大型犬および室外犬につきましては同伴できませんのでご了承ください。 

(4)ホテルが指定する同伴可能エリア以外への同伴はご遠慮ください。 

(5)館内移動の際には、同伴犬を抱きかかえるかドッグキャリーにお入れください。 

(6)館外移動の際には、リードをご利用ください。 

(7)屋外では同伴犬用の飲み物以外の飲食はご遠慮ください（ホテルが指定する場所を除く）。 

(8)同伴犬をベッドや寝具、ソファへ上げることおよびバスルームのご使用はご遠慮ください。 

※ベッド、布団等を汚された場合は、クリーニング代等の実費を請求させていただきます。 

(9)基本的に同伴犬だけ残して外出されることはご遠慮ください。ただし、レストランやスパをご利用の際は、ペットサークルま

たはご持参のケージにお入れください。ペットサークルご利用時はリードを外す等同伴犬の安全対策には十分ご注意ください。 

(10)別途ホテル所定の「ご愛犬同伴規則」および「ご愛犬との宿泊滞在同意書」を守っていただくようお願い申し上げます。 

(11)お客様またはお客様の同伴犬の責めに帰すべき事由で、当施設に損害を与えた場合は賠償請求をさせていただきます。 

 

以上の条件のほか、細かい取り決めについての遵守事項を現地にてお願いすることがございます。 

 

当施設の一部は同伴犬と一緒にご宿泊いただく客室を提供する施設であり、同伴犬をお預かりする施設ではございませんので、

お客様ご自身で同伴犬の管理と安全を確保し、万が一当施設利用中に同伴犬による不測の事故が発生し、他のお客様や同伴犬ま

たは第三者に損害を与えても、当社においては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

当施設の運営には飼い主としてのマナーをお守りいただけることが重要です。今後、運営上問題が生じた場合は利用規程の見直

し等をさせていただきますのであらかじめご了承ください。 

   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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那須白河ドギーヴィラ 

 

(1)ドギーヴィラは同伴犬と一緒にご宿泊もしくは保管場所を提供する施設です。その他の動物の宿泊および保管はお断りさせて

いただきます。 

(2)当施設での同伴犬の管理、安全確保、同伴犬による事故防止はお客様の責任においてお願い申し上げます。また、当施設を快

適にご利用いただくために、以下の利用条件をお守りください。 

①ご利用いただける同伴犬は以下の条件を満たすものに限ります。 

＊トイレ、無駄吠え等のしつけがよくなされていること 

＊法律にもとづいた予防接種（ご利用毎に証明書の提示が必要です）を受けていること 

＊感染症状のある病気などにかかっていない健康な犬であること 

＊見ず知らずの人や犬を見ても、気性が荒くなったり、突発的な行動に出ることがないこと（過去に事故歴のないこと） 

②同伴できる同伴犬数は原則、大・中型犬（体重 6㎏以上 30㎏未満）2頭もしくは小型犬（体重 6㎏未満）3頭までとし、宿

泊料金の他に別途後掲別表 4の同伴犬の利用料金（消費税込）が必要となりますので、ご予約時には同伴犬数、種類、体重

をお申し出ください. 

※大・中型犬と小型犬の両方を同伴される場合は、大・中型犬 1 頭と小型犬 2 頭の計 3 頭まで可能といたします。体重 30

㎏以上の大型犬につきましては同伴できませんのでご了承ください。 

(3)ドギーヴィラ以外の館内および中庭、ゴルフコース等の当社が指定する立入禁止区域への同伴はご遠慮ください。 

(4)ドッグラン以外の敷地内では、必ずリードをお付けください。 

(5)屋外では同伴犬用の飲み物以外の飲食はご遠慮ください。 

(6)同伴犬による浴室、寝具の利用や室外犬のリビング、和室への入室はご遠慮ください。 

※ベッド、布団等を汚された場合は、クリーニング代等の実費を請求させていただきます。 

(7)客室内で同伴犬だけの留守番時はケージをご利用ください。 

(8)別途ホテル所定の「ドギーヴィラご利用案内」を守っていただくようお願い申し上げます。 

お客様の責めに帰すべき事由で、またはお客様の同伴犬が当施設に損害を与えた場合は賠償請求をさせていただきます。 

(9)ドッグランのご利用 

ドッグランはノーリードでご利用いただける施設のため、常に同伴犬の動向に目を配り、突然の行動に対し速やかに動けるよ

う十分な気配りをお願い申し上げます。ご利用にあたってはご自身の責任においてご利用いただくこととなります。 

施設利用中に不測の事故に遭われても、当社においては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

①発情中の雌犬や攻撃的な性格の同伴犬の入場は禁止いたします。 

②小学生以下のお子様が入場される場合は必ず大人の方の付き添いが必要となります。 

③同伴犬同士の激しい接触や興奮状態が予期される場合は、速やかにクーリングやリードかけを行い、同伴犬を平静な状態に

戻す対応を心掛けてください。興奮状態が治まらないときは、リードを装着の上、同伴犬をドッグランより退去しクーリン

グに努めるようご配慮をお願いいたします。 

④同伴犬用の玩具としてボールの持ち込みは可能です。 

⑤出入口を開閉された際は、必ず鍵の施錠をお忘れにならないようお願いいたします。 

 

以上の条件のほか、細かい取り決めについての遵守事項を現地にてお願いすることがございます。 

 

ドギーヴィラは同伴犬と一緒にご宿泊もしくは保管場所を提供する施設であり、同伴犬をお預かりする施設ではございません

ので、お客様ご自身で同伴犬の管理と安全を確保し、万が一当施設利用中に同伴犬による不測の事故が発生し、他のお客様や

同伴犬または第三者に損害を与えても、当社においては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

当施設の運営には飼い主としてのマナーをお守りいただけることが重要です。今後、運営上問題が生じた場合は利用規程の見

直し等をさせていただきますのであらかじめご了承ください。 

   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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＜ご利用の手続きについて＞ 

(1)ご利用開始時期について 

契約者が、契約金および初年運営管理費の全額を支払った場合、または契約者が契約金を割賦支払中で、会社が特に定めた場

合に、所定の要領でオーナーカードを発行し、その交付をもって利用開始時期とします。 

（ただし、オーナーカードを発行した後であっても、施設開業前のご契約施設の場合は施設開業日をもって利用開始時期とし

ます。） 

(2)利用時期について 

オーナーが当施設を利用できる日は、タイムシェアカレンダーに定める申込者の該当番号の占有日になります。 

占有日の日数（利用可能日数）は、1年を共有者間で等分した日数です。 

占有日は、利用の集中しやすいシーズン毎に色分けをし、オーナーと他のオーナーで平等にお使いいただけるように、タイム

シェアカレンダーの各番号に各色の占有日を平等に割り当てていますが、休日の変動や年間日数の関係でカレンダーは年によ

り変動します。 

ご契約時に本年以降のタイムシェアカレンダーをお渡しいたします。また、新しいタイムシェアカレンダーは当該年の開始前

にオーナーにお送りいたします。また、当社のホームページ（https://www.resorttrust.co.jp/）で、2年分のタイムシェアカ

レンダーをご覧いただけます。 

なお、利用規程にもとづいて占有日以外の利用、他施設（後記掲載のオーナーが利用可能であるリゾート施設一覧記載のサン

メンバーズリゾートホテルを含む）の利用等ができます。 

(3)占有日（スペース）のご利用について 

タイムシェアカレンダーによる年間 26日または年間 13日（ご契約で定められた日数）の占有日は、確実にご利用いただけま

す。必ず、利用占有日初日の 1カ月前の前日までに、エクシブ総合予約センターにお申し込みください。 

(4)交換によるご利用について 

占有日をスペースバンク（後掲＜スペースバンクとは＞参照）することによって、他のオーナーの占有日との交換利用ができ

ます。ご利用希望初日の 1年前より 1カ月前の前日までにお申し込みください。 

(5)1カ月以内のご利用お申し込みについて 

(3）および(4）のご利用日を含め、年間 26日または年間 13日（ご契約で定められた日数）を超えない範囲で自由にご利用で

きます。ご利用日の 1カ月前の同日よりお申し込みください。 

※(4）(5）の利用手続により、国内にある他の施設との交換利用ができます。なお、他施設をご利用の際は、ご契約物件の部屋タ

イプと異なることがございます。 

①  1回の交換につき、交換料（後掲別表 4）が必要です。ただし、2019年 8月 1日以降当社が販売するエクシブ会員権をお持

ちのオーナーおよびワンダーネットにご加入いただいているオーナーは、交換料は不要です。 

②  他施設のご利用については、その施設の利用システムを適用いたします。詳しくは、エクシブ総合予約センターにご確認

ください。 
 
＜スペースバンクとは＞ 

スペースバンクとは、使用予定のない占有日を、エクシブ総合予約センターへ預け入れることで他のオーナーの占有日と、交換

申し込みをするための権利を発生させる合理的なシステムです。オーナーの占有日を有効にご活用ください。 

(1)預け入れていただく占有日は、ご利用申込時より、60日以降、1年以内の占有日です。 

(2)交換申込時の定員および泊数は、預け入れた占有日の範囲内となります。 

(3)交換希望シーズンにあわせて、以下のシーズンを預け入れてください。 

ゴールド・シーズン  12/31～1/3、5/3・4、8/3～8/20の全曜日、1/4、4/29～5/2、7/20～8/30が土曜日の場合、 

4/28・29、5/2・5、7/19・20が日曜日の場合 

レッド・シーズン  7/25～8/2、8/21～8/30の全曜日、ゴールド以外の全土曜日、祝日の日曜日、祝前日の日曜日、 

7/20～7/24が金曜日の場合、12/30が日曜日の場合 

ホワイト・シーズン  ゴールド、レッド以外の金曜日、日曜日、祝前日、1/4・5、3/27～4/3、4/29～5/2、7/20～7/24、8/31、 

12/23～12/30の全曜日 

ブルー・シーズン  ゴールド、レッド、ホワイト・シーズン以外の日 

※カレンダーの配色等については、新たな祝日の制定等により変更させていただく場合がございます。 
 

＜シーズン区分による交換利用について＞ 

占有日のシーズン区分は以下のとおりの交換ができますが、逆の場合は交換ができないシステムです。 

ゴールド  →  ゴールド、レッド、ホワイト、ブルー 

レッド  →  レッド、ホワイト、ブルー 

ホワイト  →  ホワイト、ブルー 

ブルー  →  ブルー 
 

＜占有日の交換利用について＞ 

(1)オーナーが預け入れた占有日は、預け入れた時点で、他のオーナーへ交換されることがありますので、取り消し・変更はでき

ません。 

(2)オーナーが預け入れた交換申し込みをするための占有日の有効期間は、預け入れた占有日の翌年末までです。 

ただし、宿泊利用をした時点で、その権利はなくなります。 

(3)スペースバンクに預け入れず、預け入れ期日が過ぎてしまった占有日は、交換予約に利用することができません。 

(4)「占有日利用・交換利用・スペースバンクへの預け入れ」をされなかった占有日で、占有日の１カ月前の同日以内の権利は、

自動的に前項〈ご利用の手続き(5)〉のご利用スペースとなります。   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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＜ベイコート倶楽部の交換利用について＞ 

ラージグレード（Ｃグレード）以上の物件をご契約のオーナーは、占有日を交換することにより、ご契約の占有日数の範囲内でベ

イコート倶楽部（以下「BCC」といいます。）施設をご利用になれます。ただし、ベイコート倶楽部施設のご利用については、利用

するベイコート倶楽部施設の利用規程が適用されます。 

(1)BCCのご予約について 

①占有日をスペースバンク（＜スペースバンクとは＞ご参照）することによって、BCC メンバーの占有日と交換利用ができま

す。ご利用希望日の 1年前の同日より当日までに後記別表 2記載の RTCC予約センターへお申し込みください。 

②1 回の交換につき、交換料（後掲別表 4）が必要です。ただし、2019年 8月 1日以降当社が販売するエクシブ会員権をお持

ちのオーナーおよびワンダーネットにご入会いただいているオーナーは、交換料は不要です。 

③BCC 施設のご利用については、その BCC の利用規程を適用いたします。交換による BCC 施設の設備、グレード等の詳細につ

いては RTCC予約センターにご確認ください。 

※宿泊料金はゲスト料金となります（料金は別表 2「ベイコート倶楽部利用料金表」に記載）。 

 

(2)占有日のスペースバンクについて 

①預け入れていただく占有日は、ご利用申込時より、60日以降、1年以内の占有日とします。 

②ゴールドまたはレッドの占有日のみ、BCCのレッドの占有日と交換していただけます。ゴールド、レッドまたはホワイトの占

有日のみ、BCCのホワイトの占有日と交換していただけます。 

③預け入れていただいた占有日の利用権利を超えた定員および泊数の交換はお申し込みいただけません。 

④預け入れた占有日は、預け入れた時点で他の会員へ交換されることがありますので、取り消し・変更はできません。 

 

【ベイコート倶楽部をご利用時の注意事項】 

1）ベイコート倶楽部にお越しの際、ご入館までの所定の場所、フロントおよび館内で必要な場合において、オーナーカードの

ご提示をお願いいたします。 

2）各ベイコート倶楽部毎に規定される以下の事項をご確認願います。 

 

（東京ベイコート倶楽部） 

a．24階フロア（24 MEMBERS' DINING）およびロビー階メンバーズバーにおいては、服装を整えて（ディナータイムは、

男性の場合はジャケット着用、女性の場合は男性の服装に準じた服装）お越しください。なお、ドレスコードをお守

りいただけない場合は、ご利用をお断りしております。 

b．フランス料理レストランにおいては、原則として中学生未満の方はご利用をお断りしております。 

c．ロビー階メンバーズバーにおいては、原則として 18才未満の方はご入店をご遠慮いただいております。 

 

（芦屋ベイコート倶楽部） 

レストランにおいては、服装を整えて（メインダイニングのディナータイムは、男性の場合はジャケット着用、女性の

場合は男性の服装に準じた服装）お越しください。なお、ドレスコードをお守りいただけない場合は、ご利用をお断り

しております。 

 

（ラグーナベイコート倶楽部） 

レストランにおいては、服装を整えて（メインダイニングのディナータイムは、男性の場合はジャケット着用、女性の

場合は男性の服装に準じた服装）お越しください。なお、ドレスコードをお守りいただけない場合は、ご利用をお断り

しております。 

 

（横浜ベイコート倶楽部） 

a．｢横浜ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート｣のドレスコードはスマートカジュアルです。ご利用になられる全て

のお客様が、心地よくお過ごしになられますようご協力をお願いいたします。ディナータイム時のレストランおよび

バー・ラウンジでは、T シャツ・タンクトップやハーフパンツ（男性）でのご入店は、お断りしております。T シャ

ツ・タンクトップの場合は上着（ジャケット）をご用意ください。ただし、襟付きシャツのご着用であれば、上着な

しでもご入店いただけます。 

b．本倶楽部のレストラン他付帯施設の一部は、「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜」に宿泊されるお客様およびその

他一般のお客様も、一定の条件のもとで、ご利用になります（※１）。利用の可否および利用の条件については、法

改正、社会情勢その他の事情に照らして決定し、その後も随時見直すことがあります。 

※1｢ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」に宿泊されるお客様、その他一般のお客様との共同利用施設 

イタリア料理レストラン、日本料理レストラン、スパ、トリートメントサロン、プール、トレーニングジム、ボールルー

ムとなります（中国料理レストラン、バーラウンジは、本倶楽部専用）。 

 

＜サンクチュアリコートの交換利用について＞ 

ご契約のオーナーは、占有日を交換することにより、ご契約の占有日数の範囲内でサンクチュアリコート（以下「SAC」といい 

ます。）をご利用になれます。 

(1)SACのご予約について 

①占有日をスペースバンク（＜スペースバンクとは＞ご参照）することによって、SAC メンバーの占有日と交換利用ができま

す。ご利用希望日の 1年前の同日より当日までに後記別表 3記載の RTCC予約センターへお申し込みください。 

  ※開業前の SACは、開業後にご利用になれます。 

②1回の交換につき、交換料（後掲別表 4）が必要です。ただし、2019年 8月 1日以降当社が販売するエクシブ会員権をお持

ちのオーナー、ワンダーネットにご入会いただいているオーナーは、交換料は不要です。 



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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③SAC 施設のご利用については、その SAC の利用規程を適用いたします。交換による SAC 施設の設備、グレード等の詳細につ

いては RTCC予約センターにご確認ください。 

  ※エクシブオーナー様はメンバー料金でご利用になれます（料金は別表 3「サンクチュアリコート利用料金表」に記載）。 

(2)占有日のスペースバンクについて 

①預け入れていただく占有日は、ご利用申込時より、60 日以降、1年以内の占有日とします。 

②ゴールドまたはレッドの占有日のみ、SACのレッドの占有日と交換していただけます。ゴールド、レッドまたはホワイトの占

有日のみ、SACのホワイトの占有日と交換していただけます。 

③預け入れていただいた占有日の利用権利を超えた定員および泊数の交換はお申し込みいただけません。 

④預け入れた占有日は、預け入れた時点で他の会員へ交換されることがありますので、取り消し・変更はできません。 

 

＜ホテル口座振替サービスのご案内＞ 

事前にお申し込み登録いただくことによりホテルでのご利用料金（宿泊料・飲食料等）を、後日会員権の運営管理費引落口座よ

り、お引き落しさせていただくことが可能になります。 

サービスの詳細およびお申し込みについては、別途「ホテル口座振替サービスのご案内」をご確認ください。 

 

＜ローズルーム施設のご利用について＞ 

オーナーは、ローズルーム施設をご利用いただけます。ご利用の際は、必ずオーナーカードをご持参ください。 

 

＜ワンダーネットのご利用について＞（ただし、ワンダーネット会員のみ） 

(1)オーナーは、ワンダーネットサービスを利用することができます。ご利用の際は、別途ワンダーネット事務局より ID および

パスワードを入手してください。 

(2)お問い合わせ先  ワンダーネット事務局／サポートセンター 

電話番号  0120-949-949 

受付時間  11:00～15:00  （休業日／土･日･祝日、弊社が定める休業日） 

＜リゾネット施設のご利用について＞ 

オーナーは、一般社団法人日本リゾートクラブ協会加盟の各社が提供する施設を利用できます。詳しくは、下記予約窓口へお問

い合わせください。 

    お問い合わせ先  リゾートトラスト株式会社予約窓口  電話番号  (03)6731-8880 

 

＜利用規程の改正＞ 

当社がエクシブの利用規程を改正変更する場合、当社もしくは当社関連会社のウェブサイトまたは会報誌への掲載または郵送も

しくは E メールによる通知その他相当の方法によりあらかじめ周知するものとします。 

   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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エクシブ施設利用料金表  
 
【別表1】 
エクシブ総合予約センター  0570-03-1111（9:00～17:00 年中無休） 
※一般回線をご利用の場合、全国一律1分  10円（携帯電話20秒 10円） 
※携帯電話（通話定額）の場合は、IP電話050-3851-1114をご利用ください 
ただし、ご利用日の2日前（前々日、前日、当日）までのご予約・変更に関しては、施設一覧表に記載の各エクシブ施設の代表
電話までお問い合わせください。 
 
【エクシブ那須白河＆ドギーヴィラ】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  B  15,400 

4～5名 ラージ  C  19,250 

スイート  E  25,300 

スーパースイート  S  33,000 
 
【エクシブ山中湖】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  A～D  15,400 
洋室タイプ:原則4名 

和洋室タイプ:原則5名 
ラージ  E～I  19,250 

スイート  J･K  25,300 
 
【エクシブ山中湖 サンクチュアリ・ヴィラ】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スーパースイート 

S1  1ベッド洋ルーム  31,900 
1ベッド洋ルーム:2～3名 

和洋ルーム:5名 

2ベッド洋洋ルーム:4名 

S4  1ベッド洋ルーム  31,900 

S2  2ベッド洋洋ルーム  36,300 

S3  和洋ルーム  36,300 
 
【エクシブ軽井沢】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  A  13,750 

洋室タイプ:原則4名 

和洋室タイプ:原則5名 

ラージ  B  18,150 

スイート 
C  24,200 

D  25,300 
 
【エクシブ軽井沢 パセオ】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

ＣＢタイプ 
1ベッドルーム  16,500 

1ベッドルーム:2～3名 

2ベッドルーム:4名 

和洋ルーム:5名 

和洋ルーム  19,800 

ＥＣタイプ 

1ベッドルーム  19,250 

2ベッドルーム  24,750 

和洋ルーム  25,300 
 
【エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スーパースイート  S  33,000  5名 

 
【エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スーパースイート 

S1 1ベッドルーム  30,250 
1ベッドルーム:2名 

2ベッドルーム:4名 

和洋ルーム:5名 

S2 2ベッドルーム  34,650 

S3 2ベッドルーム  34,650 

S4 和洋ルーム  34,650    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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【エクシブ蓼科】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  B  15,400 

5名 
ラージ  C･D  19,250 

スイート  E  25,300 

スーパースイート  S  33,000 
 
【エクシブ湯河原離宮】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

ＣＢタイプ 

CB-2･CB-2a･CB-2b 
CB-2c･CB-2d･CB-2e 
CB-2f･CB-2J･CB-2Ja 
CB-2Jb･CB-2Jb 

16,500 

CBタイプ:2～5名 

SEタイプ:2～5名 

Sタイプ:2～5名 

CB-1Ja･CB-1Jd･CB-1Je  18,700 

CB-1J･CB-1Jb･CB-1Jc  19,250 

ＳＥタイプ 

SE-6･SE-7J  22,000 

SE-3J･SE-3Ja･SE-5J･SE-5Ja  27,500 

SE-3･SE-4  28,600 

SE-1･SE-1a  31,350 

SE-2J  31,900 

Sタイプ 

S-4  28,050 

S-2・S-2a・S-2J・S-2Ja・S-2Jb  29,150 

S-3・S-3a  33,550 

S-1・S-1a・S-1b・S-1c・S-1d  35,750 

S-1J・S-1Ja・S-1Jb・S-1Jc・S-1Jd  36,300 
 
【エクシブ箱根離宮】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

ＣＢタイプ 

1ベッド和ルーム  16,500 

1ベッド和ルーム:2名 

1ベッド洋ルーム:2～3名 

洋洋ルーム:4名 

和洋ルーム:4～5名 

和モダンルーム:5名 

2ベッドルーム:4名 

1ベッド洋ルーム  17,600 

和洋ルーム  20,350 

和モダンルーム  22,550 

ＥＣタイプ 

1ベッド和ルーム  20,350 

1ベッド洋ルーム  21,450 

洋洋ルーム  25,850 

和洋ルーム  25,850 

和モダンルーム  26,950 

2ベッドルーム  29,150 

ＳＥタイプ 

1ベッド洋ルーム  24,750 

和モダンルーム  30,800 

2ベッドルーム  34,100 

Ｓタイプ 

1ベッド洋ルーム  31,900 

和モダンルーム  36,300 

2ベッドルーム  36,300 
 
【エクシブ初島クラブ】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  A  11,000 

2～5名 

ラージ 
C  19,250 

D  22,550 

スイート 
E1  24,200 

E2～E5  25,300 

スーパースイート  S  33,000 
 
【エクシブ伊豆】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード 
A・B  11,000 

洋室タイプ:原則4名 

和室タイプ:原則4名 

和洋室タイプ:原則5名 

C・D  12,650 

ラージ  E・F  17,050 

スイート  G・H  22,000    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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【エクシブ浜名湖】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  B  15,400 

4～5名 
ラージ  C・D  19,250 

スイート  E  25,300 

スーパースイート  S  33,000 

 
【エクシブ鳥羽】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード 

A・A1・A2・B・C  11,000 

洋室タイプ:原則2～3名 

和洋室タイプ:原則5名 

F・G・H・I・J  12,650 

A3・C1  13,750 

A4・B1  14,850 

ラージ 

D・E  17,050 

L  18,150 

D1・E1  18,150 

スイート  K  22,000 

 
【エクシブ鳥羽アネックス】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード 
A  11,000 

洋室タイプ:原則2～3名 

和洋室タイプ:原則5名 

A1･B  13,750 

ラージ  C･D･E  18,510 

スイート  F  24,200 

 
【エクシブ鳥羽別邸】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

ＣＢタイプ 

CB7･CB9  17,050 

CBタイプ:2～5名 

SEタイプ:2～5名 

Sタイプ:2～5名 

CB4･CB11  18,700 

CB2･CB6･CB8･CB10･CB13a･CB13b  19,800 

CB1･CB3･CB5･CB12･CB13c  20,350 

ＳＥタイプ 

SE4  25,300 

SE1･SE3  26,400 

SE5  28,050 

SE2･SE6  29,700 

SE7･SE8  33,550 

Ｓタイプ 

S8･S9  31,350 

S11  33,000 

S5･S6･S7  34,650 

S3･S10  35,750 

S1･S2･S4  36,850 

 
【エクシブ琵琶湖】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード 
A  13,750 

Aタイプ:4名 

B･C･D･Eタイプ:5名 

B  15,400 

ラージ  C･D  19,250 

スイート  E  25,300 
 
 
【エクシブ京都 八瀬離宮】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  ※宿泊税が別途必要  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  B  16,500 

5名 
ラージ  C  20,350 

スイート  E  26,950 

スーパースイート  S  34,100 
 
【エクシブ白浜】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  A  11,000 
洋室タイプ:原則4名 

和洋室タイプ:原則5名 
ラージ  B･C･D･E･F  17,050 

スイート  G  23,100    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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【エクシブ白浜アネックス】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  A～G  15,400 

洋室タイプ:原則4名 

和洋室タイプ:原則 4～6名 

ラージ  H～N･Y  19,250 

スイート  P～W  25,300 

スーパースイート  X  26,400 
 
【エクシブ有馬離宮】 ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

ＣＢタイプ 

CB-1  1ベッド洋ルーム  16,500  3名 

CB-2  1ベッド洋ルーム  16,500  3名 

CB-4  1ベッド和ルーム  17,600  2名 

CB-5  和モダンルーム  20,350  5名 

CB-6  1ベッド和ルーム  20,350  2名 

CB-7  和モダンルーム  20,350  4名 

CB-8  和モダンルーム  20,350  5名 

CB-9  和モダンルーム  20,350  4名 

CB-10  和モダンルーム  20,350  5名 

CB-3  洋洋ルーム（バリアフリー）  23,650  4名 

ＥＣタイプ 

EC-7  1ベッド和ルーム  20,350  2名 

EC-1  1ベッド洋ルーム  22,550  3名 

EC-2  洋洋ルーム  25,850  4名 

EC-8  和モダンルーム  25,850  5名 

EC-9  和モダンルーム  25,850  5名 

EC-10  和モダンルーム  25,850  5名 

EC-11  和モダンルーム  29,150  5名 

EC-3  2ベッドルーム  29,150  4名 

EC-4  2ベッドルーム  29,150  4名 

EC-5  2ベッドルーム（バリアフリー）  29,150  4名 

EC-6  2ベッドルーム  29,150  4名 

ＳＥタイプ 

SE-1  1ベッド洋ルーム  25,850  3名 

SE-8  1ベッド洋ルーム  25,850  3名 

SE-9  1ベッド和ルーム  25,850  2名 

SE-2  1ベッド洋ルーム  30,250  3名 

SE-3  2ベッドルーム  30,800  4名 

SE-4  2ベッドルーム  30,800  4名 

SE-10  和モダンルーム  30,800  5名 

SE-11  和モダンルーム  30,800  5名 

SE-5  2ベッドルーム  34,100  4名 

SE-6  2ベッドルーム（バリアフリー）  34,100  4名 

SE-7  2ベッドルーム  34,100  4名 

Ｓタイプ 

S-9  1ベッド和ルーム  31,900  2名 

S-10  1ベッド和ルーム  31,900  2名 

S-3  1ベッド洋ルーム  34,100  3名 

S-7  1ベッド洋ルーム  34,100  2名 

S-1  2ベッドルーム  35,200  4名 

S-2  2ベッドルーム  35,200  4名 

S-4  2ベッドルーム  35,200  4名 

S-5  2ベッドルーム（バリアフリー）  35,200  4名 

S-6  2ベッドルーム  35,200  4名 

S-8  2ベッドルーム  35,200  4名 

S-11  和モダンルーム  35,200  5名 

S-14  和モダンルーム  38,500  5名 

S-12  1ベッド洋ルーム  45,100  2名 

S-13  2ベッドルーム  49,500  4名 

S-15  和モダンルーム  52,800  5名    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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【エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スーパースイート 

S-1a  和洋  36,850 

1ベッドルーム:2名 

2ベッドルーム:4～5名 

和洋ルーム:5名 

S-1b  和洋  36,850 

S-2  2ベッドルーム  36,850 

S-3  2ベッドルーム  35,750 

S-4  1ベッドルーム  30,800 

S-5  1ベッドルーム  30,800 

 
【エクシブ淡路島】ルームチャージ料金 1部屋 1泊   （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード 

A  11,000 

洋室タイプ:原則3～4名 

和洋室タイプ:原則 4～5名 

B･C  13,750 

D  15,400 

ラージ  E  18,150 

スイート  F･G･H･I  25,300 

スーパースイート  J  27,500 

 
【エクシブ鳴門】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スタンダード  B  15,400 

4～5名 
ラージ  C  19,250 

スイート  E  25,300 

スーパースイート  S  33,000 

 
【エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スーパースイート  S  33,000  5名 

 
【エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ ドゥーエ】ルームチャージ料金 1部屋 1泊  （単位：円・消費税込） 

グレード  部屋タイプ/（利用オーナー）  ルームチャージ  1部屋の定員 

スーパースイート  S  33,000  5名 

 

※交換可能な施設とグレードは、【ご利用いただける部屋グレードおよび部屋タイプ】をご参照ください。 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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ベイコート倶楽部利用料金表 
 

※ベイコート倶楽部をご利用可能の場合 

【別表2】 
 
RTCC予約センター ： 電話番号（0570）03-1133 （受付時間 10:00～19:00 年中無休） 
 
 
＜東京ベイコート倶楽部＞  1部屋 1泊料金（消費税込）※サービス料（10％）・宿泊税別 

※「ツインルーム」はエキストラベッド設置で 1名追加可能 

「エキストラベッドチャージ」（メンバー・ゲスト料金共通）：4,000円（消費税込、サービス料（10％）・宿泊税別） 

客室グレード  和洋ルーム  2ベッドルーム  ツインルーム  ダブルルーム 

ロイヤルスイート  76,725円  76,725円  56,925円  56,925円 

ラグジュアリースイート  56,100円  56,100円  41,250円  41,250円 

ベイスイート  49,500円    36,300円  36,300円 

 

＜芦屋ベイコート倶楽部＞  1部屋 1泊料金（消費税込）※サービス料（10％）別 

                          ※（  ）内はホワイト・シーズンの料金 

※「２ベッドルーム」はエキストラベッド設置で 1名追加可能 

「エキストラベッドチャージ」（メンバー・ゲスト料金共通）：3,300円（消費税込、サービス料（10％）別） 

客室グレード  2ベッドルーム  1ベッドルーム 

ロイヤルスイート 
49,500～64,020円 

（41,250～53,350円） 
40,260～52,800円 

（33,550～44,000円） 

ラグジュアリースイート 
40,920円 

（34,100円） 
29,700円 

（24,750円） 

ベイスイート 
32,340円 

（26,950円） 
25,080円 

（20,900円） 

 

＜ラグーナベイコート倶楽部＞  1部屋 1泊料金（消費税込）※サービス料（10％）別   

                              ※（  ）内はホワイト・シーズンの料金 

※「２ベッドルーム」はエキストラベッド設置で 1名追加可能 

「エキストラベッドチャージ」（メンバー・ゲスト料金共通）：3,300円（消費税込、サービス料（10％）別） 

客室グレード  2ベッドルーム  1ベッドルーム 

ロイヤルスイート 
48,840～62,700円 

（40,700～52,250円） 
39,600～60,060円 

（33,000～50,050円） 

ラグジュアリースイート 
46,860円 

（39,050円） 
29,700～34,980円 

（24,750～29,150円） 

ベイスイート 
31,020円 

（25,850円） 
25,080円 

（20,900円） 

 

＜横浜ベイコート倶楽部＞  1部屋 1泊料金（消費税込）※サービス料（10％）別 

※「２ベッドルーム」はエキストラベッド設置で 1名追加可能 

「エキストラベッドチャージ」（メンバー・ゲスト料金共通）：4,000円（消費税込、サービス料（10％）別） 

客室グレード  2ベッドルーム  1ベッドルーム 

ロイヤルスイート  76,725～84,975円  47,025～84,975円 

ラグジュアリースイート  51,975～64,350円  35,475～47,850円 

ベイスイート  46,200～49,500円  32,175～36,300円 

 

※交換可能な施設とグレードは、【ご利用いただける部屋グレードおよび部屋タイプ】をご参照ください。 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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サンクチュアリコート利用料金表     
【別表3】 

 

RTCC予約センター ： 電話番号（0570）03-1133 （受付時間 10:00～19:00 年中無休） 
 
 

＜サンクチュアリコート高山＞ 

※「ロイヤルスイート」「ラグジュアリースイート」の 1ベッドルームは、エキストラベッド設置で 1名追加可能 

「エキストラベッドチャージ」（メンバー・ゲスト料金共通）：3,300円（消費税込、サービス料（10％）別） 

 

①メンバー料金  （1部屋 1泊料金（消費税込）、サービス料（10％）別） 

客室グレード/部屋タイプ  和モダンルーム  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

ロイヤルスイート  35,200円  35,200円  29,700円 

ラグジュアリースイート  28,600円  28,600円  22,000円 

クラブスイート  22,000円    16,500円 
 
②ゲスト料金    （1部屋 1泊料金（消費税込）、サービス料（10％）別） 

客室グレード/部屋タイプ  和モダンルーム  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

ロイヤルスイート  38,720円  38,720円  32,670円 

ラグジュアリースイート  31,460円  31,460円  24,200円 

クラブスイート  24,200円    18,150円 

※ホワイトシーズンは、①メンバー料金でご利用になれます。 
 

③各部屋タイプの定員 

ルームタイプ  和モダンルーム  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

定員数  5名  4名  2名 
 

※サンクチュアリコート高山は全室禁煙です。 

※サンクチュアリコート高山は開業後、ご利用になれます。 

 

 

＜サンクチュアリコート琵琶湖＞ 

※一部の客室は、別料金によりエキストラベッドの設定があります。 

 「エキストラベッドチャージ」（メンバー・ゲスト料金共通）：3,300円（消費税込、サービス料（10％）別） 

 

①メンバー料金  （1部屋 1泊料金（消費税込）、サービス料（10％）別） 

客室グレード/部屋タイプ  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

ロイヤルスイート  35,200～44,000円  27,500～40,700円 

ラグジュアリースイート  28,600～33,000円  22,000～26,400円 

クラブスイート  22,000～26,400円  16,500円 
 

②ゲスト料金    （1部屋 1泊料金（消費税込）、サービス料（10％）別） 

客室グレード/部屋タイプ  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

ロイヤルスイート  38,720～48,400円  30,250～44,770円 

ラグジュアリースイート  31,460～36,300円  24,200～29,040円 

クラブスイート  24,200～29,040円  18,150円 

※ホワイトシーズンは、①メンバー料金でご利用になれます。 
 

③各部屋タイプの定員 

ルームタイプ  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

定員数  4名  2名 
 
※サンクチュアリコート琵琶湖は全室禁煙です。 

※サンクチュアリコート琵琶湖は開業後、ご利用になれます。 

    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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＜サンクチュアリコート日光＞ 

 

①メンバー料金  （１部屋 1泊料金（消費税込）、サービス料（10％）別） 

客室グレード/部屋タイプ  コーナースイート ※  和モダンルーム  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

ロイヤルスイート  49,500円  41,800～44,000円  41,800～44,000円  33,000円 

ラグジュアリースイート    31,900円  31,900円  24,200円 

クラブスイート    24,750円  24,750円  19,800円 
 

②ゲスト料金    （1部屋 1泊料金（消費税込）、サービス料（10％）別） 

客室グレード/部屋タイプ  コーナースイート  和モダンルーム  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

ロイヤルスイート  54,450円  45,980～48,400円  45,980～48,400円  36,300円 

ラグジュアリースイート    35,090円  35,090円  26,620円 

クラブスイート    27,225円  27,225円  21,780円 

※ホワイトシーズンは、①メンバー料金でご利用になれます。 
 

③各部屋タイプの定員 

ルームタイプ  コーナースイート ※  和モダンルーム  ２ベッドルーム  １ベッドルーム 

定員数  4名  5名  4名  2名 
 

※コーナースイート：両棟の 先端角部屋で、コの字型ベランダのある客室です。 

※サンクチュアリコート日光は全室禁煙です。 

※サンクチュアリコート日光は開業後、ご利用になれます。 

 

 

※交換可能な施設とグレードは、【ご利用いただける部屋グレードおよび部屋タイプ】をご参照ください。 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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【別表 4】 

 

＜同伴犬利用時の利用料金＞ 
同伴犬利用可能施設： 

（ベイコート倶楽部） 

 

（サンクチュアリコート） 

 

（エクシブ） 

・芦屋ベイコート倶楽部 

・ラグーナベイコート倶楽部 

・サンクチュアリコート高山 

・サンクチュアリコート琵琶湖 

・サンクチュアリコート日光 

・エクシブ那須白河ドギーヴィラ 

・エクシブ軽井沢 パセオ 

・エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ 

・エクシブ湯河原離宮 

・エクシブ鳥羽別邸 

・エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ 

※対象施設を利用可能な場合      
 

  （単位：円・消費税込） 

ご利用者 

同伴犬 1頭あたり料金 

ベイコート倶楽部 
利用時 

サンクチュアリコート 
利用時 

エクシブ 
利用時 

・エクシブ那須白河ドギーヴィラ 

・エクシブ軽井沢 パセオ 

・エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ 

・エクシブ湯河原離宮  ・エクシブ鳥羽別邸 

・エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラのオーナー 

5,500  5,500 

2,200 

・上記以外のエクシブ施設のオーナー、ゲスト利用  5,500 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。 

※サンクチュアリコート高山・サンクチュアリコート琵琶湖・サンクチュアリコート日光は開業後、ご利用になれます。 

 
＜他施設利用時の交換料＞ 

1回の交換に対する交換料  （単位：円  消費税込） 

他エクシブ利用時の交換料 
サンメンバーズリゾートホテル 

利用時の交換料 

ベイコート倶楽部利用時の 

交換料(ベイコート倶楽部を 

ご利用可能の場合) 

サンクチュアリコート利用時 

の交換料 

2,200  2,200  1,100  2,200 

※ただし、2019年 8月 1日以降当社が販売するエクシブ会員権をお持ちのオーナーおよびワンダーネットにご加入いただいてい

るオーナーは交換料不要です。 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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【別表5】 
【ご利用いただける部屋グレードおよび部屋タイプ】 

 

＜箱根離宮、有馬離宮、山中湖 SV、軽井沢パセオ、軽井沢 SV ムセオ、鳥羽別邸、湯河原離宮、六甲 SV以外のエクシブオーナー様＞ 

※SV：サンクチュアリ・ヴィラ 

ご契約いただいて 
いる部屋グレード 

ご利用いただける 

エクシブの部屋グレード 

（箱根離宮、有馬離宮、 
山中湖SV、軽井沢パセオ、 

軽井沢SV ムセオ、鳥羽別邸、 

湯河原離宮、六甲SV以外） 

※SV：サンクチュアリ・ヴィラ 

ご利用いただける 

エクシブの部屋タイプ 

(箱根離宮、有馬離宮、 

山中湖SV、軽井沢パセオ、 

軽井沢SV ムセオ、鳥羽別邸、 

湯河原離宮、六甲SV) 

※SV：サンクチュアリ・ヴィラ 

ご利用いただける 
ベイコート倶楽部 

ご利用いただける 
サンクチュアリコート 

スタンダード  スタンダード  ＣＢタイプ  ―  クラブスイート 

ラージ  ラージ、スタンダード  ＥＣタイプ、ＣＢタイプ  ベイスイート  クラブスイート 

スイート  スイート、ラージ、スタンダード 
ＳＥタイプ、ＥＣタイプ、 

ＣＢタイプ 

ラグジュアリースイート、 

ベイスイート 

ラグジュアリースイート、 

クラブスイート 

スーパースイート 
スーパースイート、スイート、 

ラージ、スタンダード 

Ｓタイプ、ＳＥタイプ、 

ＥＣタイプ、ＣＢタイプ 

ロイヤルスイート、 

ラグジュアリースイート、 

ベイスイート 

ロイヤルスイート、 

ラグジュアリースイート、 

クラブスイート 

 
＜箱根離宮、有馬離宮、山中湖 SV、軽井沢パセオ、軽井沢 SV ムセオ、鳥羽別邸、湯河原離宮、六甲 SVのエクシブオーナー様＞ 

※SV：サンクチュアリ・ヴィラ 

ご契約いただいて 
いる部屋タイプ 

ご利用いただける 

エクシブの部屋グレード 

（箱根離宮、有馬離宮、 
山中湖SV、軽井沢パセオ、 

軽井沢SV ムセオ、鳥羽別邸、 

湯河原離宮、六甲SV以外） 

※SV：サンクチュアリ・ヴィラ 

ご利用いただける 

エクシブの部屋タイプ 

(箱根離宮、有馬離宮、 

山中湖SV、軽井沢パセオ、 

軽井沢SV ムセオ、鳥羽別邸、 

湯河原離宮、六甲SV) 

※SV：サンクチュアリ・ヴィラ 

ご利用いただける 
ベイコート倶楽部 

ご利用いただける 
サンクチュアリコート 

ＣＢタイプ  ラージ、スタンダード  ＣＢタイプ  ベイスイート  クラブスイート 

ＥＣタイプ  スイート、ラージ、スタンダード  ＥＣタイプ、ＣＢタイプ 
ラグジュアリースイート、 

ベイスイート 

ラグジュアリースイート、 

クラブスイート 

ＳＥタイプ 
スーパースイート、スイート、 

ラージ、スタンダード 

ＳⅤ施設、 

ＳＥタイプ、ＥＣタイプ、 

ＣＢタイプ 

ロイヤルスイート、 

ラグジュアリースイート、 

ベイスイート 

ロイヤルスイート、 

ラグジュアリースイート、 

クラブスイート 

Ｓタイプ 
スーパースイート、スイート、 

ラージ、スタンダード 

Ｓタイプ、ＳＥタイプ、 

ＥＣタイプ、ＣＢタイプ 

ロイヤルスイート、 

ラグジュアリースイート、 

ベイスイート 

ロイヤルスイート、 

ラグジュアリースイート、 

クラブスイート 

    



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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サンメンバーズリゾートホテルのご利用システム 
 

(1)エクシブオーナーは、エクシブ総合予約センターに申し込むことにより、全国各地のサンメンバーズリゾート施設を、定めら

れた宿泊数内において、別途交換料（前掲「別表 4」）およびメンバー利用実費で、ご宿泊いただけます。なお、お食事、その

他の有料施設のご利用は、別途となりますので、ご予約の際にご確認ください。 

※交換料は、2019年 8月 1日以降当社が販売するエクシブ会員権をお持ちのオーナーおよびワンダーネットにご加入いただい

ているオーナーは不要です。 

※メンバー利用実費は、後掲「リゾーピアおよびサンメンバーズ施設利用料金表」をご参照ください。また、メンバー利用実

費は、経済情勢の変動により、変更される場合があります。 

 

(2)ご宿泊当日は、オーナーカードを必ずご持参ください。 

(3)交換料は、チェックアウト時に、ご利用額（諸税込）とあわせて、ホテルフロントにて精算してください。 

ご利用額とは、お食事付の場合は、1泊 2食のセット料金あるいはお好み料理によるご宿泊料金、ご宿泊のみの場合は、メンバ

ー利用実費の料金となります。 

(4)特別営業期間 

次の期間を特別営業期間と定めます。この期間については、1泊 2食制でご利用いただきます。 

 

・年末年始・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月 30日から 1月 5日までの 7日間 

・ゴールデンウイーク・・・・・・・・・・・・・4月 29日から 5月 5日までの 7日間 

・夏休み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月 25日から 8月 20日までの 27日間 

 

料理料金やメニューについては、エクシブ総合予約センターにお問い合わせください。 

なお、この特別営業期間のうち、年末年始の全日、ゴールデンウイークの休前日、夏休みの休前日と8月11日から16日のご利

用については、それぞれの期間において1回のみのご利用とし、1泊における利用室数は、各会員とも1室とし、連泊も2泊ま

でとさせていただきます。 

また、これ以外の特別営業期間のご利用については「2 連泊以内」の制限のみ（ご利用回数、室数の制限はございません。）

とさせていただきます。※一部混雑が予測されるホテルではご予約の調整をさせていただく場合がございます。 

(5)ホテルのご利用時間は、チェックイン午後 3 時、チェックアウト午前 11 時とし、左記時間以外のご利用に関しては、宿泊約

款にもとづく所定のご利用料金をいただきます。 

※一部地域では、異なる場合がありますので、ご予約の際にご確認ください。 

(6)ご予約の取り消し・変更 

①特別営業期間以外のご利用 

●ご予約の取り消しおよび変更となる場合は、その時点で、すみやかに、お申し込み先へお電話ください。ご宿泊予定日

より 7日前から当日までのご宿泊の取り消しおよびご宿泊人数減については、一律メンバー利用実費を、取消料として

申し受けます。※期日変更は、取り消しと同一扱いとなります。 

●また、ご夕食をご予約の場合は、上記に加え下記の割合でご予約夕食の取消料を申し受けます。 

前々日  前日  当日  無断キャンセル 

10％  20％  80％  100％ 

●上記当日のキャンセルとは、ご利用予定日の午前中までに、ご利用予定施設へ、ご連絡をいただいた場合に限らせてい

ただきます。※その後は、無断キャンセルと同率の取消料となります。 

●2泊以上のご予約の場合、1泊目のみ対象となります。 

 

②特別営業期間のご利用 

●特別営業期間内のご予約の場合の取消料は、1泊 2食料金を対象基準として下記のとおりとなります。 

※期日変更は、取り消しと同一扱いとなります。 

＜特別営業期間の取消料＞ 

14～8日前  7～3日前  前々日  前日  当日 

10％  20％  30％  50％  100％ 

●食事未確定段階での取り消しおよび人数減の場合は、該当施設の 低価格の 1泊 2食料金を対象基準とします。 

●連泊の場合は、それぞれの宿泊日が対象となります。 

 

③  ①②共通事項 

●無断キャンセルの場合は、取消料を請求させていただきます。 

●未精算取消料があるオーナーについては、次回のご予約の申し込みを、お断りすることがございます。 

●食事料金のみの変更の場合は、取消料の対象にはなりません。 

 

   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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(7)オーナーが利用可能であるリゾート施設は、下表のとおりです。 

施  設  名  所  在  地  電  話  番  号 

リゾーピア 

熱海  〒413-0012  静岡県熱海市東海岸町 13-93  （0557）83-5959（代） 

久美浜  〒629-3422  京都府京丹後市久美浜町湊宮 1302-2  （0772）83-1380（代） 

別府  〒874-0831  大分県別府市堀田 7組の 1  （0977）25-2111（代） 

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  （0575）73-2221（代） 

京都嵯峨  〒616-8304  京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町 27-1  （075）882-8771（代） 

 

【リゾーピアおよびサンメンバーズ施設：ご利用料金】1部屋 1泊・消費税込  （単位：円） 

※サンメンバーズ京都嵯峨は宿泊税が別途必要です 

施設  客室タイプ 
メンバー利用実費 

1室料金（ルームチャージ） 

リゾーピア熱海 

スタンダード  和洋室  9,350 

デラックス  和洋室 
11,770 

12,870 

リゾーピア久美浜 
スタンダード  洋室・和洋室  8,800 

デラックス  和室・和洋室  11,220 

リゾーピア別府 

スタンダード  和洋室  8,800 

デラックス 

洋ハリウッドツイン  9,900 

和洋ハリウッドツイン  10,450 

デラックス和洋  11,000 

和モダンスタンダード  11,000 

和モダンスーペリア  13,200 

和モダンデラックス  14,850 

和モダンラグジュアリー  16,500 

サンメンバーズひるがの 
スタンダード 

洋室 
8,800 

9,350 

和洋室  11,550 

デラックス  和洋室  14,960 

※サンメンバーズ京都嵯峨 
スタンダード  洋室 

8,800 

11,000 

デラックス  洋室  12,870 
●ルームチャージ料金の設定につきましては、客室面積・部屋グレード（またはタイプ）などを考慮して設定しております。 

●ご契約いただいたお部屋のグレード（またはタイプ）によって、ご利用いただけるお部屋のグレード（またはタイプ）が異なります。 
●内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。 
●詳しくは、エクシブ総合予約センターまでお問い合わせください。 
 

   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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グランディ軽井沢ゴルフクラブのご利用システム 
 
(1)グランディ軽井沢ゴルフクラブ会員登録者（以下「ゴルフメンバー」といいます）は、ご予約時にゴルフメンバ

ーであることをお申出いただくことにより、正会員料金でご利用いただけます。 
 
(2)ゴルフプレー時には下記のご利用料金が必要です。 

ゴルフメンバーのプレー料金 

料金は1ラウンドプレーフィです。（グリーンフィ、カートフィ、諸費用、利用税および消費税を含みます） 

2バックの場合、カートフィ、キャディフィとも割増料金をいただきます。 

なお、ゲスト（ゴルフメンバーとの同伴またはゴルフメンバーからの紹介者）、およびキャディ付プレーのプレ

ー料金はご予約時にご確認ください。 

 

(3)ゴルフプレーのご予約方法 

①  ゴルフプレーは完全予約制です。 

②  ゴルフプレーのご予約受付はご利用日の3カ月前の月初1日午前9時より承ります。なお、ゴルフメンバーの紹

介によるゲスト利用の場合は2カ月前の月初1日午前9時より承ります。 

③  ゴルフプレーのご予約はゴルフメンバーご本人よりお申し込みください。 

④  ゴルフプレーのご予約はグランディ軽井沢ゴルフクラブにお申し込みください。なお、ご宿泊がともなう場

合はエクシブ総合予約センターへお申し込みください。 

 

グランディ軽井沢ゴルフクラブ（グランディ軽井沢ゴルフクラブ内） 

営業時間 9:00～17:00 

TEL 0267-32-0001  FAX 0267-32-0005 

 

エクシブ総合予約センター 

営業時間 9:00～17:00 

TEL 0570-03-1111  FAX 052-300-8632 

※携帯電話（通話定額）の場合はIP電話050-3851-1114をご利用ください。 

ただし、ご利用日の2日前（前々日、前日、当日）までのご予約・変更に関してはご宿泊を希望される 

施設の代表電話（フロント）へお申し込みください。 

 

⑤  お申し込みの際は、会員番号（または会員名）、ゴルフメンバー名をお申出の上、ご利用日、人数、組数、

ラウンドスタート希望時間をお伝えください。ご予約が可能な場合は、プレーをされる方全員のお名前とご

利用代表者のご連絡先をお申出ください。 

⑥  ラウンドスタート時間は午前8時より10時30分ですが、シーズンにより変わりますのでご予約時にご確認く

ださい。 

⑦  ご予約のご確認は、ご利用日、スタート時間、ご利用代表者名またはゴルフプレーのご予約番号をお申出く

ださい。 

⑧  ご予約の取り消しおよび変更は、ご利用日の1週間前までに、お申し込みいただいたご予約先へ必ずご連絡く

ださい。なお、それ以降の取り消し、ご利用日の変更、およびご利用人数減の場合は以下の取消料を申し受

けます。 

 

ご利用日の1週間前の同曜日より 
ゴルフメンバー本人  1名  1,100円（消費税込） 

ゴルフメンバー以外  1名  2,200円（消費税込） 

 

(4)その他詳細につきましては、別紙契約書記載のグランディ軽井沢ゴルフクラブ利用約款およびグランディ軽井沢

ゴルフクラブ乗用カート利用約款をご確認ください。 

    

セルフプレー  6,860円より（ゴルフ場利用税により変動します） 



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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【別表6】 

施設一覧表 

 

施設名  所在地  電話番号  営業期間 
【ベイコート倶楽部施設】         

東京ベイコート倶楽部  〒135-0063  東京都江東区有明 3-1-15  (03)6700-1111㈹  通年 

横浜ベイコート倶楽部  〒220-0012  神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-4  (045)522-0001㈹   通年 

ラグーナベイコート倶楽部  〒443-0014  愛知県蒲郡市海陽町 2-9-1  (0533)33-9111㈹  通年 

芦屋ベイコート倶楽部  〒659-0035  兵庫県芦屋市海洋町 14-1  (0797)25-2222㈹   通年 

【サンクチュアリコート施設】     

サンクチュアリコート日光  〒321-2523  栃木県日光市高徳 38-3(予定)    2026年 2月開業予定 

サンクチュアリコート高山  〒506-0055  岐阜県高山市上岡本町 1-124-1（予定）  2024年 3月開業予定 

サンクチュアリコート琵琶湖  〒520-1223  滋賀県高島市安曇川町下小川 1113（予定）  2024年 10月開業予定 

【エクシブ施設】         

エクシブ那須白河  〒961-8091  福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山 3  (0248)25-8111㈹  通年 

エクシブ那須白河ドギーヴィラ  〒961-8091  福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山 1-2  (0248)25-8111㈹  通年 

エクシブ山中湖  〒401-0502  山梨県南都留郡山中湖村平野 562-12  (0555)65-9000㈹  通年 
エクシブ山中湖 

サンクチュアリ・ヴィラ 
〒401-0502  山梨県南都留郡山中湖村平野 562-15  (0555)65-9000㈹  通年 

エクシブ軽井沢  〒389-0115  長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢 23-1  (0267)46-3331㈹  通年 

エクシブ軽井沢 パセオ  〒389-0115  長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢 21-1  (0267)46-3331㈹  通年 
エクシブ軽井沢 

サンクチュアリ・ヴィラ 
〒389-0115  長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢 25  (0267)46-3331㈹  通年 

エクシブ軽井沢 

サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ 
〒389-0115  長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字反り向 97-2  (0267)46-3331㈹  通年 

エクシブ蓼科  〒391-0301  長野県茅野市蓼科高原北山 4035  (0266)71-8111㈹  通年 

エクシブ湯河原離宮  〒259-0314  神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 631-1  (0465)60-2555㈹  通年 

エクシブ箱根離宮  〒250-0404  神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 112-2  (0460)85-0111㈹  通年 

エクシブ初島クラブ  〒413-0004  静岡県熱海市初島 800  (0557)67-3000㈹  通年 

エクシブ伊豆  〒413-0231  静岡県伊東市富戸 1317-5243  (0557)51-0001㈹  通年 

エクシブ浜名湖  〒431-1207  静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前 4620  (053)488-0111㈹  通年 

エクシブ鳥羽  〒517-0021  三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-1  (0599)26-4411㈹  通年 

エクシブ鳥羽アネックス  〒517-0021  三重県鳥羽市安楽島町字二地 169-2  (0599)26-4400㈹  通年 

エクシブ鳥羽別邸  〒517-0021  三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-8  (0599)21-2666㈹  通年 

エクシブ琵琶湖  〒521-0004  滋賀県米原市磯 1477-2  (0749)52-6111㈹  通年 

エクシブ京都 八瀬離宮  〒601-1257  京都府京都市左京区八瀬野瀬町 74-1  (075)707-2888㈹  通年 

エクシブ白浜  〒649-2334  和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山 1670-76  (0739)42-2522㈹  通年 

エクシブ白浜アネックス  〒649-2334  和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山 1670-44  (0739)43-0101㈹  通年 

エクシブ有馬離宮  〒651-1401  兵庫県神戸市北区有馬町 1661-11  (078)907-4111㈹  通年 
エクシブ六甲 

サンクチュアリ・ヴィラ 
〒657-0101  兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲 4512-28  (078)894-2500㈹  通年 

エクシブ淡路島  〒656-0023  兵庫県洲本市小路谷字古茂江 1275-3  (0799)23-3300㈹  通年 

エクシブ鳴門  〒771-0376  徳島県鳴門市北灘町折野字上三津 167-3  (088)683-8111㈹  通年 
エクシブ鳴門 

サンクチュアリ・ヴィラ 
〒771-0376  徳島県鳴門市北灘町折野字上三津 110-2  (088)683-8111㈹  通年 

エクシブ鳴門 

サンクチュアリ・ヴィラ ドゥーエ 
〒771-0376  徳島県鳴門市北灘町折野字上三津 105-2  (088)683-8111㈹  通年 

【グランディ】         

グランディ軽井沢ゴルフクラブ  〒389-0204  長野県北佐久郡御代田町豊昇 1454  (0267)32-0001  営業期間：4月 1日～シーズン終了 

【サンメンバーズ施設】         

リゾーピア熱海  〒413-0012  静岡県熱海市東海岸町 13-93  (0557)83-5959㈹  通年 

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  (0772)83-1380㈹  通年 

リゾーピア別府  〒874-0831  大分県別府市堀田七組の１  (0977)25-2111㈹  通年 

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  (0575)73-2221㈹  通年 

サンメンバーズ京都嵯峨  〒616-8304  京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町 27-1  (075)882-8771㈹  通年 

【ローズルーム施設】         

ローズルーム名古屋  〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄 2-7-13(ヴィア白川 2F)  (052)203-5931㈹  休日…月曜日、年末・年始 

ローズルーム大阪  〒530-0002 
大阪府大阪市北区曽根崎新地 1-1-16 
クリスタルコートビル 2F 

(06)6345-7337㈹  休日…日曜日、盆、年末・年始 

【その他の施設】         

リゾネット 
リゾネット加入の施設（下記URL）内「リゾネット・施設の相互利用」がご利用になれます。 

お問い合わせ先：リゾートトラスト株式会社  予約窓口 (03)6731-8880  http://www.j-resortclub.or.jp/ 

※サンメンバーズ施設については、年間 10日程度メンテナンスのための休館日がございます。 
※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。 
※ベイコート倶楽部施設、サンクチュアリコート施設については、ご所有の部屋グレードによりご利用できない場合があります。 
※Sグレードのみの施設につきましては、ご所有の部屋グレードによりご利用できない場合があります。  ※別途入湯税、宿泊税をご負担いただく場合があります。     



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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相互利用施設一覧表    
【別表7】 
エクシブ施設（単位：円  消費税込） 

ホテル名 
エクシブ那須白河／ 
エクシブ那須白河 
ドギーヴィラ 

エクシブ山中湖 
エクシブ山中湖 

サンクチュアリ・ヴィラ 
エクシブ軽井沢 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

日本料理 

フランス料理 

鉄板焼 

オールデイズレストラン 

日本料理 

天婦羅割烹 

鉄板焼 

イタリア料理 

中国料理 

イタリア料理 

日本料理 

フランス料理 

イタリア料理 

鉄板焼 

バー・ラウンジ  ○  ○  ○(サロン)  ○ 

会議室  ○  ○  ―  ○ 

スパ  ○(温泉浴場は無料)  ○  ○  ○ 

プール  ― 
屋内:中学生以上 

小学生 

1,100 

 550 
― 

屋内:中学生以上 

小学生 

1,100 

 550 

テニス  2面:1面 1時間 1,650  3面:1面 1時間 2,200～  ―  3面:1面 1時間 2,750～ 

その他 

スペース 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

プレイルーム(多目的スペース) 

レンタルケージ 

ドッグラン 

ショップ 

キッズルーム 

アミューズメントコーナー 

ビリヤード 

トリートメントサロン 

ライブラリー 

ショップ 

トリートメントサロン 

ジュニアプレイルーム 

ウエルネスクラブ 

ガーデンチャペル 

 

ホテル名  エクシブ軽井沢 パセオ 
エクシブ軽井沢 

サンクチュアリ・ヴィラ 

エクシブ軽井沢 
サンクチュアリ・ヴィラ 

ムセオ 
エクシブ蓼科 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

―  中国料理  ― 

割烹料理 

日本料理 

鉄板焼 

フランス料理 

イタリア料理 

中国料理 

バーベキューガーデン 

(夏季のみ) 

バー・ラウンジ  ―  ○(サロン)  ○(サロン)  ○ 

会議室  ―  ―  ―  ○ 

スパ  ―  ○  ―  ○ 

プール  ―  ―  ― 

屋内・屋外： 

中学生以上 

小学生     

 
1,100 

 550 

テニス  ―  ―  ―  2面：1面 1時間 1,650～ 

その他 

スペース 
― 

トリートメントサロン 

ライブラリー 
― 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

キッズルーム 

チャペル 

シミュレーションゴルフ 

アミューズメントコーナー 

ビリヤード 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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相互利用施設一覧表  
エクシブ施設（単位：円  消費税込） 

ホテル名  エクシブ湯河原離宮  エクシブ箱根離宮  エクシブ初島クラブ  エクシブ伊豆 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

日本料理 

中国料理 

イタリア料理 

日本料理 

炭火・鉄板焼 

中国料理 

イタリア料理 

日本料理 

オセアノ 

中国料理 

シーフードイタリアン 

レストラン 

日本料理 

鉄板ブッフェ 

生簀割烹・天婦羅割烹 

バー・ラウンジ  ○  ○  ○  ○ 

会議室  ○  ○  ○  ○ 

スパ 
○(無料) 

(プライベートスパは有料) 

○(無料) 

(プライベートスパは有料) 
○(無料)  ○(無料) 

プール  ―  ― 

屋内:中学生以上 

小学生 

屋外: 

1,100 

 550 

(無料) 

屋内・屋外（無料） 

テニス  ―  ―  4面:1面 1時間 2,200～  4面:1面 1時間 2,200～ 

その他 

スペース 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

プレイルーム 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

キッズルーム 

カルチャーコテージ 

スポーツアクティビティ 

ゾーン 

フィッシャリーナ 

アミューズメントコーナー 

ビリヤード 

プレイルーム 

ショップ 

ガーデンチャペル 

 

ホテル名  エクシブ浜名湖  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 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

日本料理 

鉄板焼 

イタリア料理 

中国料理 

ビストロ 

中国料理 

イタリア料理 

鉄板焼 

生簀割烹・寿司 

日本料理 

鉄板焼・炭火焼 

バー・ラウンジ  ○  ○  ○  ○ 

会議室  ○  ○  ○  ― 

スパ  ○(無料)  ○<テルメゾン>(無料)  ○(無料) 

プール  屋外(無料) 

屋内:中学生以上 

小学生 

屋外: 

1,100 

 550 

(無料) 

屋外(無料)  ― 

テニス  ―  3面:1面 1時間 1,650～ 

その他 

スペース 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

チャペル 

キッズルーム 

アミューズメントコーナー 

ビリヤード 

プレイルーム(麻雀) 

ショップ 

フィットネスクラブ 

ミュージックルーム 

ショップ 

プールバー(ビリヤード) 

ダイビングプール 

ショップ 

スパ＆トリートメント ロサージュ<テルメゾン> 

チャペル 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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相互利用施設一覧表  
エクシブ施設（単位：円  消費税込） 

ホテル名  エクシブ琵琶湖  エクシブ京都 八瀬離宮  エクシブ白浜  エクシブ白浜アネックス 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

日本料理 

懐石割烹 

南欧料理 

中国料理 

焼肉 

鉄板焼 

日本料理 

フランス料理 

中国料理 

イタリア料理 

南欧料理 

鉄板焼 

海鮮中華 

日本料理 

生簀･天婦羅割烹･寿司 

バー・ラウンジ  ○  ○  ○  ○ 

会議室  ○  ○  ○  ○ 

スパ  ○(無料) 
○(無料) 

(プライベートスパは有料) 
○(無料)  ○(無料) 

プール  屋外(無料)  ― 

屋内:中学生以上 

小学生 

屋外: 

1,100 

 550 

(無料) 

― 

テニス  4面:1面 1時間 1,100～  ―  2面:1面 1時間 2,200～ 

その他 

スペース 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

チャペル〈湖の教会〉 

アミューズメントコーナー 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

キッズルーム 

陶芸 

アミューズメントコーナー 

プレイルーム(多目的スペース) 

ショップ 

プール&アスレチッククラブ 

ガーデンチャペル 

カルチャーコテージ 

ショップ 

ビリヤード 

 

ホテル名  エクシブ有馬離宮 
エクシブ六甲 

サンクチュアリ・ヴィラ 
エクシブ淡路島  エクシブ鳴門 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

日本料理 

鉄板焼 

中国料理 

イタリア料理 

日本料理 

炭火焼 

鉄板焼 

日本料理 

鉄板ブッフェ 

日本料理 

カウンター割烹 

フランス料理 

中国料理 

イタリア料理(ザ・ロッジ) 

バー・ラウンジ  ○  ○(バーのみ)  ○(ラウンジのみ)  ○(ラウンジのみ) 

会議室  ○  ―  ○  ○(ザ・ロッジ) 

スパ 

○(無料) 

(プライベートスパは 

有料) 

―  ―  ○(無料) 

プール  ―  ― 
屋内:中学生以上 

小学生 

屋外: 

1,100 

 550 

(無料) 
屋外(無料) 

テニス  ―  ―  ―  ― 

その他 

スペース 

ショップ 

トリートメントサロン 

ミュージックルーム 

プレイルーム 

ショップ 

トリートメントサロン 

ショップ 

ミュージックルーム 

ビリヤード 

ショップ 

トリートメントサロン 

〈アロマハウス〉 

ミュージックルーム 

〈ザ・ロッジ〉 

キッズルーム 

アミューズメントコーナー 

ビリヤード 

プレイルーム 

(麻雀・囲碁・将棋) 

〈ザ・ロッジ〉 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。 

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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相互利用施設一覧表  
エクシブ施設 

ホテル名 
エクシブ鳴門 

サンクチュアリ・ヴィラ 

エクシブ鳴門 
サンクチュアリ・ヴィラ 

ドゥーエ 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

―  割烹 

バー・ラウンジ  ○(サロン)  ○(サロン) 

会議室  ―  ― 

スパ  ―  ― 

プール  屋外(無料)  ― 

テニス  ―  ― 

その他 

スペース 

ライブラリー 

ビリヤード 

ライブラリー 

ビリヤード 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。 
   



※本書面は、消費税率10%にて金額を記載しております。      

  消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。 
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相互利用施設一覧表 
サンメンバーズ施設 

ホテル名  リゾーピア熱海  サンメンバーズひるがの  サンメンバーズ 
京都嵯峨 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

日本料理 

鉄板焼  創作料理  日本料理 

バー・ラウンジ  バーのみ  ○  ○ 

会議室  ○  ―  ― 

スパ  ○(無料)  ○(無料)  ― 

プール  ―  ―  ― 

その他 

スペース 

ショップ 

ミュージックルーム 

アミューズメントコーナー 

ショップ 

ミュージックルーム 

テニス 
スキーロッカールーム 
（ウィンターシーズン） 

ショップ 

 

ホテル名  リゾーピア久美浜  リゾーピア別府 

料理の内容 

和食 

洋食 

その他 

新日本海料理  日本料理 

バー・ラウンジ  ○  ○ 

会議室  ○  ○ 

スパ  ○(無料)  ○(無料) 

プール  屋外(無料)  屋外(無料) 

その他 

スペース 

ショップ 

アミューズメントコーナー 
ショップ 

※内容については、変更する場合がございます。 新の情報は、当社ホームページ等でご確認ください。 
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