物 語 に 、息 吹 き を 。

館内サービスのご案内

Welcome to JINYA

ようこそ、陣屋へ
桜が咲き、沢蟹がたわむれ、蛍が舞い、鳥がさえずる
一万坪の庭園に息づく自然に護られているように
いくつもの物語が、陣屋には集います
草花やいきものたちを眺めてみたり
歴史を刻んだいくつもの物語に想像をめぐらせてみたり
陣屋での一日を、どうぞごゆるりとお過ごしください

桜（ソメイヨシノ）

沢蟹

陣屋の庭園には多くの桜が植樹されており、花見

陣屋の自然に宿る小さな生き物のひとつ。きれい

の名所として地元から長く愛されてきました。３

な沢にしか住む事ができず、水質の指標生物に

月下旬～４月上旬にかけ、包み込むように咲く満

なっています。日中は石の下に隠れている事が多

開の桜で、陣屋の庭には桃色のアーチができあが

いですが、雨の日や餌を食べているときなどには

ります。窓の目の前に桜の咲く部屋は、毎年予約

姿を見かけることができるかもしれません。

が数ヶ月前から入るほどです。

蛍
5 月下旬～ 6 月にかけて、庭園内にある小川の

紅葉

ほとりには、蛍が飛び交います。その淡くほのか

陣屋のみどころのひとつに、秋の庭を美しく彩る

な光と同じように、蛍を見る事ができる期間もと

紅葉があります。冬の訪れも予感させるしっとり

ても短いものです。昔から陣屋に生息し、毎年大

とした秋の庭園を散策して、物思いにふけるのも

切に育てている蛍の子孫たち。見かけたら、そっ

いいかもしれません。日常を離れ、ゆっくり流れ

と見守ってあげて下さい。

る陣屋時間を満喫してみてはいかがでしょうか。

将棋と碁
陣屋は、昭和に入ると時代を代表する将棋や囲碁の名棋士たちが王座を争う場として知られるようになりま
す。 今迄行われたタイトル戦は 300 以上に上ります。幾多の名勝負の中でも、昭和 27 年の陣屋事件は今も
語り草。木村義雄名人との対局に現れなかった升田幸三八段いわく、玄関から呼んだが誰も出てこず、憤慨
して帰ったとのこと。しかし実際はお迎えの者もおりました。棋士の葛藤を背景に生まれたこの事件。真相
は今も多くを語られていません。

和田義盛公
陣屋は鎌倉時代、源頼朝の側近で四天王の一人と言われた侍所別当和田義盛公の陣地でした。武勇で名を轟
かせ、義に厚い、生粋の武人であったようです。当時から湧いていた豊かな温泉と、弓矢の材料となる豊富
な矢竹は、最適な陣地であったことでしょう。

Map

館内のご案内
ID: JINYA-GUEST
Password: jinya001
ご利用くださいませ。

フロント

客室棟へ向かう渡り廊下の途中から少し階段を上った高台にあります。

露天風呂

※いつでもご利用いただけます。（清掃時間 10：00 ～ 11：30 を除く）

お問い合わせ、御用の際は、客室の電話から

内線 7 番までご連絡ください。
チェックイン

15:30

チェックアウト

11:00
陣屋古墳跡

チェックアウト前のひとときにフロント前にて、
フリードリンクサービスをご利用いただけます。
手作りの源泉デトックスウォーターや、乳酸飲料

湯の上稲荷

珈琲・紅茶などご自由にお召し上がりいただけます。
※ご利用時間 7:00 ～ 11:00
※ルームキーは、チェックアウト時にフロン
トまでご返却ください。
※オートロックではございません。

1

外出時は必ず施錠の上お出かけ下さい。
※滞在時間の延長も可能です（別途料金）

狩鞍庵

2

ご相談下さい。
大浴場 / 庭園露天風呂
お食事処「賑わい亭」隣に位置し、陣屋ならでは
のカルシウム源泉をご堪能いただける大浴場です。

竹河の間

源氏館

大浴場、露天風呂ともに、湯船だけでなく、シャ
ワー・カランのお湯もすべて源泉でございます。
※いつでもご利用いただけます。
（清掃時間 10：00 ～ 11：30 を除く )

お食事処「賑わい亭」

3

お食事をお気軽にご利用いただけます。 自然に囲
まれた景色を眺めながらいただくお食事はきっと
心を和ませてくれます。
< 営業時間＞
夕食

4

17:30 ～ 20:00（ラストオーダー）

朝食

7:30 ～ 9:30 （ラストオーダー）

昼食

11:30 ～ 14:00（ラストオーダー）
※早出しをご希望の方はご相談ください。

1

松風の間

2

毛利元就公ゆかりの武者鎧と刀

明治天皇をお泊めするために黒田藩が大磯に建てたものを移築し、将

毛利元就の家来であった渡辺作佐衛門家に伝わっていた安土桃山時代

棋や碁の名人戦も行われる対局場となりました。欄間を雲、そこから

の武者鎧。元就公の影武者であった作佐衛門が身代わりとなって散っ

見える明かりを月に見立てた「紫雲閣」は明治時代としてはとてもモ

た際、遺族に褒美として与えられたものと伝えられています。陣屋建

ダンなデザインであり、ガラスも手すきの貴重なもの。

立時から置かれている収蔵品です。
宮本武蔵に縁深い九州の細川家上士として仕

現在はご宿泊や結納、婚礼、会食などでご利用を
承っています。
3

トトロの楠（くすのき）

映画監督の宮﨑駿氏は、幼少時代、陣屋で過ごし
ていた事がありました。映画には、ここ陣屋で遊

えた、寺尾家伝来の刀。脇差の銘文には「新
免武蔵之介帯之」と刻まれており、武蔵ゆ
かりの刀であることを示している。源永國は
17 世紀半ばに活躍した肥後の刀工。
4

陣太鼓

んでいた思い出もモチーフになっているそうです。

お客様のお迎えとお見送りには、太鼓を叩いておもて

入り口を抜けて右手にある「トトロの木」と呼ば

なしします。日常と非日常の分かれ目に鳴り響くこの

れる大きな楠の木を見上げれば、物語に入り込ん

太鼓の音、実はお迎えとお見送りで叩き方が異なって

だような気分が味わえるかもしれません。

いることにお気づきになられるでしょうか。

Spa

陣屋の温泉
山荘露天風呂

四季折々の自然に囲まれて

山桜（やまざくら）

山藤（やまふじ）

大浴場・庭園露天風呂

広々とした浴室で身も心もゆっくり癒す

明石（あかし）

葵（あおい）

明石側露天風呂

丹沢山魂の地下深くから湧き出る鶴巻温泉は、
明治時代より温泉地として多くの人々に親しまれてきました。
鶴巻のいで湯はカルシウム含有量世界有数の名湯。
イオンをたっぷり含みリュウマチ、神経痛、外傷、胃腸病（飲用）に 効果があると古くから知られております。
健康的な肌に欠かせないカルシウムを皮膚から直接吸収し、引き締めによるハリ・美肌にも効果があるとされています。 刺激が少なくさっぱりとした
柔らかいお湯は、
カルシウムとナトリウムの 2 つの成分があることで科学的には石鹸で洗い流した様な効果があるといわれています。
四季ごとに様々な表情を見せる美肌の湯を、どうぞご堪能下さい。

Map

館内のご案内
露天風呂・大浴場ともに
いつでもご利用いただけます。
( 清掃時間 10:00 ～ 11：30 を除く）

陣屋古墳跡

湯の上稲荷

山荘露天風呂
フロントから客室棟へ向かう渡り廊下の途中に

客室棟

松風の間

ある階段を少し上った高台にあります。ほてった
肌に心地のよい微風を感じ、自然の中でゆったり

狩鞍庵

と手足を伸ばす爽快さは、格別の趣があります。

フロント

※湯船だけでなく、シャワー・カランのお湯もす
べて源泉でございます。
※時間帯により男女のお風呂の入れ替えを行っ
ております。

竹河の間

入口をご確認の上、お入りください。

源氏館

大浴場 / 庭園露天風呂
お食事処「賑わい亭」隣に位置し、陣屋ならでは

お食事処「賑わい亭」

のカルシウム源泉をご堪能いただける大浴場で
す。広々とした浴室で、カルシウム含有量世界有
数の名湯を、ゆったりとお楽しみください。
※湯船だけでなく、シャワー・カランのお湯もす
べて源泉でございます。

飲用でも慢性消化器病や慢性便秘などへの効能

カルシウム含有量世界有数の鶴巻温泉の湯イオ

お部屋のお風呂にもすべて源泉を引いておりま

があります。

ンをたっぷり含みリュウマチ、神経痛外傷、胃

す。シャワー・カランのお湯もすべて源泉でご

※汲み上げた源泉を、お部屋に備え付けのポッ

腸病（飲用）に 効果があると古くから知られ

ざいます。

トにご用意しております。

ております。

Esute

エステのご案内
Treatment

温泉＋エステという理想の組み合わせ

丹沢山塊の地下深くから湧き出る鶴巻温泉は、豊富なカルシウム分を含み、よく温まり湯冷めもし
にくい「熱の湯」とも言われています。
皮膚病や外傷のほか、女性の更年期障害などの婦人病にも有効であるとされています。
元湯 陣屋では、女性の健康美に効果のある豊富な温泉水を活かし、体を芯から温める温泉入浴とエ
ステを組み合わせたコースをご用意しております。

Spa

イオンたっぷり！ 柔らかな温泉水

鶴巻温泉の温泉水はイオンをたっぷり含んだ柔らかなお湯が特徴です。
エステコースの「SPA パック」にもこの温泉水を利用しています。美しい肌をつくるために欠かせ
ないカルシウム。この世界有数のカルシウム含有量を誇る鶴巻温泉の温泉水をエステに組み込むこ
とで、皮膚から直接カルシウムを吸収させる事ができます。

Organic

こだわり抜いた化粧品・マッサージオイル

肌に直接触れるものの原材料にこだわり、信頼のメーカー製品だけを使っています。

オーガニック化粧品
「食べられない化粧品は作らない」製品作りをコンセプトとするドイツのスキンケアメーカー、ボー
リンド社のオーガニックコスメを採用しています。

マッサージオイル
マッサージオイルは、英国フレグレントアース社他、ヒトのからだにも環境にも優しいオーガニッ
クのものを使用しております。

Course

エステコース
120 分

フェイシャル＆背中
温泉入浴 30 分＋エステ 90 分

90 分

フェイシャル
温泉入浴 30 分＋エステ 60 分

パックマッサージ / クレンジング / アロマ SPA

クレンジング / アロマ SPA スチーミング / ハー

スチーミング / ディープクレンジング / ハーバ

バル SPA パック / デコルテマッサージ / フェ

ル SPA パック / デコルテマッサージ / フェイ

イスマッサージ / セレクトパック / 仕上げ

スマッサージ / スペシャル SPA パック / 仕上げ

￥19,000

【フェイス、背中】
120 分

ボディマッサージ
温泉入浴 30 分＋エステ 90 分

【フェイス】
90 分

￥14,000

ボディマッサージ
温泉入浴 30 分＋エステ 60 分

リラクシング / オイルマッサージ

リラクシング / オイルマッサージ
【下肢背面、ヒップ、背中、下肢前面、腕、デ

【下肢背面、背中、下肢前面、腕】

コルテ、ヘッド】

￥19,000
180 分

150 分

リラクシング / オイルマッサージ

リラクシング / オイルマッサージ

【下肢背面、背中、下肢前面、腕】

【下肢背面、背中、下肢前面、腕】

ボディマッサージ＆フェイシャル
温泉入浴 30 分＋エステ 150 分

ク レ ン ジ ン グ / ア ロ マ SPA ス チ ー ミ ン グ /

ディープクレンジング / ハーバル SPA パック

ディープクレンジング / ハーバル SPA パック

フェイスマッサージ / デコルテマッサージ

フェイスマッサージ / デコルテマッサージ /
セレクトパック

￥28,000

ピーリング

（1 ヶ所）

ホワイトニング（1 ヶ所）
エステ・ストレッチヨガ（20 分）

ボディマッサージ＆フェイシャル
温泉入浴 30 分＋エステ 120 分

ク レ ン ジ ン グ / ア ロ マ SPA ス チ ー ミ ン グ /

【フェイス】

●オプション

￥14,000

￥4,000
￥4,000
1 名 ¥1,500/2 名￥2,500

【フェイス】

￥25,000

【顔 + 首、首 +、デコルテ、襟足 + 肩、背中上、背中下、 両肘上、
両肘下 + 手の甲、両膝上、両膝下 + 足の甲】

（2 名まで）
男性は女性とペアの時のみご利用頂けます。料金は女性料金よりプラス￥4,000 加算させていただきます。

※キャンセル料金：当日 100％、前日 50％、2 日前 30％、3 日前 20％でございます。
※ご連絡がなくお越しにならない場合はキャンセル料 100％を申し受けます。
※ 10 分以上遅れてお越しの場合、施工時間が短くなる可能性がございます。ご了承ください。

お問い合わせ・ご予約はフロント７番までお電話くださいませ。
事前予約制でございます。
予約状況により、ご要望のお時間にお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※表示の価格は全て税別価格でございます。

Sightseeing

近隣の観光施設のご案内

秦野市立 宮永岳彦記念美術館

（秦野市）当館より徒歩 2 分

秦野国際乗馬クラブ

（秦野市）車で約 8 分

弘法山公園

（秦野市）車で約 10 分

光と影の華麗なる宮永芸術で、女性美礼讃のロマンチ

四季折々の風情に恵まれた丹沢大山国定公園に隣接

浅間山（せんげんやま）、権現山（ごんげんやま）、弘

シズムを極めた画家、宮永岳彦画伯の展示館です。

し、弘法山の麓にある乗馬クラブ。馬場面積は 5,000

法山（こうぼうやま）の３つの山一帯を弘法山公園と

市営の日帰り温泉施設弘法の里湯が併設されており、

㎡。季節の花に囲まれながら広い馬場で、ゆっくりと

呼び、県立自然公園にも指定されています。春には

ゆったりとお楽しみいただけます。

騎乗できます。お子様のポニーとお散歩体験や初心者

2000 本以上の桜が咲き誇り、桜の名所としても有名

の体験乗馬から、本格的な障害レッスンまでできます。

で「かながわの花の名所 100 選」に選ばれています。

《毎週月曜日休館》

他にもアジサイ、ヤマユリなどが咲き、ハイキングや
散策に最適です。

平塚市総合公園

（平塚市）車で約 20 分

花菜ガーデン

（平塚市）車で約 20 分

大山阿夫利神社

（伊勢原市）車で約 25 分

大きな遊具やミニ動物園、温水プールなど、ここだけ

緑のふれあいセンター 花菜ガーデンは、園芸や農業を

本社に大山祗大神、高オカミノ神、大雷神を祀ってい

でも半日遊べます！

楽しみながら学べる施設です。約 9.2 ヘクタールの広

ます。

30 種以上の小動物がいるミニ動物園『ふれあい動物

大な園内は、サクラやバラ、クレマチス、モミジなど

歴史は 2200 年前にも遡り、江戸時代から大山参りで

園』やポニー乗馬、乗り物コーナー、110m もある大

の約 3,280 品種の花々が植栽された ｢ フラワーゾー

有名な神社です。下社まではケーブルカーを利用でき

きな親水広場や『温水プール』もあります。日本庭園

ン｣、田植えや野菜の植え付け・収穫などの体験の場

ますが、上社までは本格的な登山となります。 ケーブ

や梅林、バラ園もあり、三世代で楽しめる公園です。

となる ｢アグリゾーン｣、農業や食の大切さを学べる

ルカー乗り場までの山道にはお店が軒を連ね、覗きな

体験ルームや、展示室、ライブラリーなどを備えた ｢

がら登ると 300 段の階段もあっという間です。

めぐみの研究棟｣ で構成されています。

秦野戸川公園

（秦野市）車で約 30 分

松田山ハーブガーデン

（足柄上郡）車で約 30 分

イチゴ・ブルーベリー狩り

（秦野市）車で約 20 分

秦野戸川公園は、丹沢の山々から流れる水無川の自然

181 種 16,500 本のハーブが植栽された、西平畑公園

秦野は果物園の宝庫です。イチゴもブルーベリーも種

を生かした都市公園です。古くから丹沢登山口として

の中にあるハーブ園です。ドライフラワー・アロマ

類が豊富で収穫体験はお子様にも大人気です。是非ご

知られるこの地域は、毎年多くの登山客やキャンパー

テラピーなどの様々なクラフト体験ができる工房や、

予約のうえお出かけください。イチゴ狩りは１月下旬

が 訪れにぎ わっていま す。自然の中に遊具があり、

ハーブ料理が楽しめるレストランがあります。松田山

～５月 G.W. ブルーベリー狩りは６月下旬～８月下旬

夏には川遊びもでき一日遊べる公園です。四季折々の

の中腹にあたる園地からは箱根連山・富士山・相模湾

が目安です。

草花も楽しめます。

が 一 望 で き ま す。早春には園内の河津桜の開花が

※詳細はフロントまでお問い合わせください。

首都圏ニュースにも取り上げられるほどです。

Sightseeing

近隣の観光施設のご案内

平塚漁港で地曳網体験

（平塚市）車で約 40 分

神奈川県立生命の星・地球博物館

わんぱくらんど・フォレストアドベンチャー

（小田原市）車で約 40 分

（小田原市）車で約 45 分

実は湘南の海も近い秦野。ビーチレクリエーションと

ローラースライダーや迷路の様な巨大遊具にアスレ

“ 生命の星・地球 ” について学ぶことができる博物館

して人気の地曳網はいかがですか？平塚漁港での地曳

チックなど、1 日では遊び足りないくらいの遊具があ

です。館内は「地球を考える」「生命を考える」「神奈

網体験をはじめ、釣り船体験も可能。しらすやアジ、

ります。ポニーに乗れたり、夏は水遊びもできますの

川の自然を考える」「自然との共生を考える」の 4 つ

イワシ、カマスなどの近海魚が獲れます。釣れた魚を

で、着替えをもって遊びに行きましょう。「緑のゲレ

のゾーンがあり、それぞれ展示物を見て触れて学ぶこ

ご夕食に調理もいたしますので、お気軽にご相談くだ

ンデ」で芝ソリすべりもできます。小学生以上の方は

とができます。「本物」の展示物がたくさんあります。

さい。

是非隣接するフォレストアドベンチャー（要予約）へ。

詳細はフロントまでお問い合わせください。

御殿場プレミアムアウトレット

（御殿場市）車で約 50 分

洒水（しゃすい）の滝

大雄山最乗寺

（足柄上郡）車で約 50 分

（南足柄市）車で約 60 分

世界遺産の富士山が見える雄大な自然環境の中にあ

酒匂川の支流、滝沢川から流れ落ちる洒水の滝は「日

大雄山最乗寺（道了尊） 草創応永元年（1394 年 )。

る、プレミアム・アウトレットの日本フラッグシップ

本の滝百選」、またその水は「全国名水百選」に選ば

福井の永平寺、鶴見の総持寺に次ぐ格式のある曹洞宗

店。世界各国の著名ブランドが多数出店し、その数は

れている名瀑です。 この滝は鎌倉時代の名僧文覚上人

のお寺です。また、自然が豊かで仁王門からの参道約

国内最大級規模。北米の歴史ある街並みをイメージし

が百日間も滝に打たれる荒行を積んだ地としても知ら

3km には樹齢 500 年以上の杉並木（県天記念物）が

た場内で非日常な空間を味わいながら、一日ショッピ

れており、付近には文覚上人が安置したといわれる滝

うっそうと茂り、参道の両側には 11 万本のあじさい

ングが楽しめます。

不動尊（不動明王「穴不動」）があります。

が植えられています。花の見頃は 6 月中旬から 7 月
中旬頃です。

併せてご利用ください
ハイキング用弁当 3,000 円～

（税別）

ハイキングや行楽のお供に、陣屋のお弁当はいかがですか？
ご注文は前日 20：00 までにご連絡ください。

Souvenir

おみやげのご案内
掲載のおみやげは人気商品の一例です。
フロント横の売店にて、各種販売しておりますので、ぜひご覧ください。

陣屋まんじゅう

陣屋どらやき

やまと豚の桜味噌漬け

生地に山芋を練りこんだこし餡とかぼちゃ餡の

黒糖味のしっとりとした皮で包みました。こし

代々受け継いできた秘伝の味噌で漬け込んだ、

詰合せ

あんと秦野名産の特製落花生あんの 2 種類でご

うまみたっぷりのやまと豚です。

8 個入り ￥1,100
12 個入り ￥1,700

ざいます。

※ご希望の方は 20 時までにご予約下さい。

※事前にフロントにてご注文をいただけますと、

翌朝に出来立てをお渡しします。

陣屋オリジナル

原酒「初陣の誉」
（千段巻）￥1,700
( 白）￥5,000

10 枚入り ¥1,800
20 枚入り ¥3,200

6 個入り ¥1,000

スムーズにお渡しできます。

ハイキング用弁当

おせち料理

ハイキングや行楽のお供に、陣屋の御膳のお料

豪華食材をふんだんに使い、日本の美味しさと

理をお箱に配した、
目でも楽しめるお弁当です。

美しさを繊細に盛り込んだ、厳選おせち料理を

￥3,000 ～

お届けします。

￥135,000

※事前のご予約にて承ります。

※事前のご予約にて承ります。

ご注文はフロント７番までお電話くださいませ。（売店の営業時間 22:00 まで）
※表示価格は全て税別価格でございます

陶芸家 丹羽健一郎 作
コーヒーカップ＆ソーサ
￥5,000
豆豆皿箸置き（２個セット） ￥1,500
緑釉耳付花入
￥35,000

Welcome drink / Room service

ルームサービスのご案内
お部屋でのくつろぎのひとときのために、各種のおつまみやお飲み物をご用意しております。
フロントまでお気軽にお申し付けください。

お部屋でのくつろぎのひとときに ...

チェックアウト前に ...

各お部屋に備え付けのミニバー（冷蔵庫）内に、

チェックアウト前のひとときに、フロント前に

各種のお飲み物をご用意しています。ミニバー

てフリードリンクサービスをご利用いただけます。

内のお飲み物は、ご自由にお召し上がりください
（無料）。

おつまみ

秦野銘産 三品盛り合わせ

からすみ

カマンベールの

ゆで落花生、カマンベール味噌漬け、

3,000 円

自家製ブレンド味噌漬け

秦野銘産 ゆで落花生

秦野銘産 味噌ピーナッツ

ミックスナッツ

枝豆

600 円

600 円

600 円

600 円

味噌ピーナッツ

チーズ＆サラミ

1,000 円

1,000 円

1,500 円

軽食

デザート
おにぎり（2 個）

¥800

( 香の物、赤だし付）
陣屋カレー

シフォンケーキセット（コーヒー又は紅茶）
アイスクリーム（バニラ or 抹茶）

¥1,800

¥1,000
¥600

和風パフェ

¥1,000

チョコレートサンデー

¥1,000

ご注文はフロント７番までお電話くださいませ。（ご提供時間：6:00 ～ 24:00）
※表示価格は全て税別価格でございます

Japanese Sake

日本酒
/ 地元のおすすめ日本酒

初陣の誉（原酒）

/
日本酒度数

神奈川県秦野市金井酒造

+2

Uijin-no-homare

地元丹沢から湧き出る名水で作られているこのお酒は、モーツァルトの音楽を聞かせて特別に醸造しています。
口当たりの良いまろやかな味と、深いコクが特徴。陣屋オリジナルの原酒です。升にてお楽しみ下さい。

風露天青（特別本醸造）

日本酒度数

神奈川県茅ヶ崎市熊沢酒造

Fuuro-tensei

+5

酒造適合米「新潟五百万石」を 60% まで磨いた特別本醸造。吟醸造りによるすっきりとした味わいです。燗酒でもお楽しみいただけます。

残草蓬莱（純米）

日本酒度数

神奈川県愛甲郡大矢孝酒造

+3

Zaruso-horai

フルーティな香りが膨らみ、甘みとコク、酸が心地よく伝わってくる純米酒。キレのあるお酒で、燗酒でもお楽しみいただけます。

いづみ橋
Izumi-bashi

恵（純米吟醸）

日本酒度数

神奈川県海老名市泉橋酒造

+7

海老名産山田錦を使用して作られる、きりっとした純米吟醸。お野菜、お刺身などに相応しいお酒です。

杉山流（純米大吟醸）

日本酒度数

神奈川県伊勢原市吉川醸造

+2

Sugiyama-ryu

「相模大野・大山純米酒造」の伝統的な技法と、近年の吟醸造りの技法が正に適合したお酒です。酒米も山田錦に

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

600ml

￥4,200

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

150ml

￥1,500

300ml

￥2,400

こだわり、吟醸酒の特徴と米本来の旨味を最大限に引き出した地元のお酒です。

/ 全国のおすすめ日本酒

酔鯨
Suigei

/

吟麗（純米吟醸）高知県酔鯨酒造

日本酒度数

+7

香控えめ、キレよく飲み飽きしない純米吟醸酒。和食全般、特に醤油系のお料理との相性がよく、一緒にいただく
お料理の良さを引き出します。燗酒でもお楽しみいただけます。

天狗舞（純米）石川県車多酒造

日本酒度数

+3

Tengumai

山廃仕込み特有の濃厚な香味と酸味の調和が取れた個性豊かな純米酒です。濃い山吹色は目も楽しませてくれます。
燗酒でもお楽しみいただけます。

冩樂（純米）福島県宮泉銘醸

日本酒度数

+1

Sha-raku
酒米「夢の香」。フレッシュさとなめらかな舌さわりですっきりとした後味の純米酒です。米を愛し、人を愛する
純米仕込みと呼ばれています。

鳳凰美田（純米吟醸）栃木県小林酒造

日本酒度数

+3

Houo-biden

華やかな立ち香と含み香は芳醇で柔らかく優しい旨味が特徴です。内面から発する華やかさと優しさがあるよう
な、” 女性のような酒 “ をイメージしています。

醸し人丸平次 EAU DU DESIR（純米大吟醸）愛知県萬乗醸造
Kamoshibito Kuheiji

口に含んだときの爽やかな香り、優しさと澄み渡るような味わい、いやらしさのない酸味がワインを思わせるよう
な瞬間をも感じさせます。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

日本酒度数

±0

Japanese Sake

日本酒
/ プレミアム日本酒

/

新政 No.6 X-Type（純米大吟醸生原酒）秋田県新政酒造

日本酒度数

+1

Aramasa No.6
新政唯一の定番生酒「No.6」最上級モデルの X-Type は「eXcellent」
（豪華版）を意味するフラッグシップモデルです。磨き込まれた米を用いるため、

150ml

￥2,100

300ml

￥3,900

150ml

￥2,100

300ml

￥3,900

150ml

￥2,100

300ml

￥3,900

150ml

￥1,800

300ml

￥2,700

150ml

￥1,800

300ml

￥2,700

より格調高い仕上がりであり、6 号酵母の清楚にして力強い存在感を最も鮮やかに感じ取れます。

久保田

萬寿（純米大吟醸）新潟県朝日酒造

日本酒度数

+2

Kubota Manju
軽く飲めるのが特徴です。萬（よろず）の寿とお目出度い名前が喜ばれています。その柔らかでふっくらとした味
わいは日本酒の概念を変えてしまいました。

獺祭

Dassai 23

磨き二割三分（純米大吟醸）山口県旭酒造

華やかな香りと芳醇な味、濃密な含み香、全体を引き締める程よい酸。二口、三口飲むほどにだんだんん美味しさ

日本酒度数

+3

がわかってくるお酒です。

十四代本醸造（純米）山形県高木酒造
Jyu-you-dai honjouzou junmaishu

十四代純米醸（大吟醸）山形県高木酒造
Jyu-yon-dai junmaishu Dai-gin-jou

獺祭

発泡にごり酒スパークリング 50（純米大吟醸）山口県旭酒造

360ml

￥3,900

にごり酒だからこそわかる山田錦の米の甘み、瓶内二次発酵が生み出す爽やかな発泡性。最後に繊細かつ骨太の純
米大吟醸が見せる爽やかな切れ味のお酒です。

利き酒 3 種セット

￥2,000

Sake Tasting
50ml ×三種
（おすすめの日本酒より 2 点 / プレミアム日本酒より 1 点）

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Shochu

焼酎
陣屋焼酎（芋・麦）鹿児島県薩摩えびす堂

シングル

料亭専用の本格焼酎。薩摩焼酎の伝統とスピリットを受け継ぐ蔵元が原料と水、製法にこだわった品。独特の風味

720ml ボトル

Jinya Shochu

￥700
￥7,000

と、まろやかな味。鹿児島から直接送って頂いています。モンドセレクション金賞 3 年連続受賞。

佐藤

黒（芋）
鹿児島県佐藤酒造

シングル

Satou Kuro

明治時代創業の蔵元。芋独自のしっかりとした甘さ、香ばしさを醸し出す重くて力強い味わいが特徴。白麹仕込み

￥900

720ml ボトル

￥9,000

の佐藤で人気の蔵ですが「黒麹仕込み佐藤」の力強い味わいが更にファンを増やしました。

鳥飼（米）
熊本県鳥飼酒造場

シングル

上品な香りと軽い口当たりの本格派。従来のやや重いタイプの焼酎から、現在の嗜好に合うように軽く飲みやすく

720ml ボトル

￥9,000

シングル

￥1,400

Tori-kai

造られた焼酎。華やかな香りと軽い口当たりが特徴で、女性におすすめの逸品です。

野うさぎの走り（米）宮崎県黒木本店
Nousagi no Hashiri
各焼酎で有名な黒木本店の米焼酎。『百年の孤独』と双璧をなすとも言われ人気上昇中。もち米の蒸留酒と吟醸酒
をイメージして造ったこの焼酎は、長い間『かめ』にて貯蔵した古酒ともち米焼酎のブレンドです。

￥900

720ml ボトル

百年の孤独（麦）宮崎県黒木本店

シングル

薄い琥珀色で焼酎というよりもウイスキーなど洋酒に近く、強いアルコールの中にも甘みが感じられ麦の香ばしさ

720ml ボトル

Hyakunen no kodoku

￥13,000
￥1,400
￥1,5000

が広がります。名前の由来はガブリエル・マルケスの同名小説「百年の孤独」から。

魔王（芋）
鹿児島県白玉醸造

シングル

樽で熟成される際、蒸発によって失われる天使の取り分けに関わる『天使を誘惑し、魔界へ酒をもたらす悪魔』に

720ml ボトル

Maou

￥1,800
￥20,000

ちなんで命名。雑誌やテレビなどで紹介され、一時期入手困難となった幻の焼酎の一つです。

村尾（芋）
鹿児島県村尾酒造

シングル

本格的焼酎人気の到来と共に評価され、今では森伊蔵と並ぶ入手困難な銘柄の一つに数えられています。丹念な手

720ml ボトル

Murao

￥2,100
￥28,000

作りが生んだこの酒は、芋本来の芳醇な香りが口中に広がり、心豊かにさせてくれるプレミア焼酎の一つです。

森伊蔵（芋）鹿児島県森伊蔵酒造

シングル

有機栽培のサツマイモを原料とし、手間のかかる伝統的なかめつぼ仕込みを創業当時から続けています。

720ml ボトル

Mori Izo

水割り用ミネラルウォーター（名水百選・丹沢の雫）
ボトル販売用

丹沢の雫（ミネラルウォーター）とかち割り氷のセット

※表示の価格は全て税別価格でございます。

￥3,000

1本

￥30,000

￥200
￥900

Beer / Cocktail

ビール・カクテル
ビール

エビス生ビール

Beer

YEBISU Draft Beer

￥1,000

Beer( Sapporo / Kirin / Asahi )

￥1,000

ギネスドラフト

Guinness Draught

￥1,000

ゆずビア

Draft Beer with Yuzu ade

￥1,000

ビアクランベリー

Draft Beer with Cranberry Juice

￥1,000

瓶ビール（サッポロ・キリン・アサヒ）

カクテル

ゆずはちみつサワー

Cacktail

Shochu with Yuzu ade

￥800

Shochu with Lemon

￥800

グレープフルーツサワー

Shochu with Grapefruit

￥800

焼酎お茶割り（緑茶・烏龍茶）

Shochu with Green tea or Oolong tea

￥800

梅酒（ロック・ソーダ）

Plum wine

￥800

ジントニック

Gin and Tonic

￥800

カシスオレンジ

Cassis Orange

￥800

カシスウーロン

Cassis Oolong

￥800

カシスソーダ

Cassis Soda

￥800

レモンサワー

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Domestic Wine

日本ワイン
スパークリングワイン

ヒトミワイナリーカリブー
CARIBOU

白

Sparkling Wine

田舎式微発泡にごりワイン

￥8,000

滋賀県
国産デラウェアのみを使用した未加熱のにごりワイン。未加熱の為、酵母が作り出す旨味成分により円やかさが増
え、独特の味わいを楽しめます。

アルカンヴィーニュ

巨峰スパークリング

ARC-EN-VIGNE PIC GRANT SPARKING

￥10,000

長野県
アルカンヴィーニュのファーストヴィンテージ。製造本数 1,700 本。イチゴなどのベリー系の果実が柔らかく香
ります。酸味も優しいロゼ・スパークリングです。

マルスワイン

穂坂シャルドネスパークリング

￥10,000

MARS SPARKING WINE Chardonnay
山梨県

日本ワインコンクール 2 年連続金賞受賞。樽発酵、樽熟成させ、柔らかく上質。白い花のような香りと、アーモン
ド、ナッツといったニュアンスも感じさせてくれます。豊かでエレガントな香りです。

アルガブランカ

ブリリャンテ

￥12,000

ARUGABRANCA BRILHANTE
山梨県

勝沼の風土から生まれ、1280 年に歴史ある日本固有のぶどう ” 甲州 “ に特別のこだわりを持っています。このワ
インは 1 本 1 本のビンの中でぶどうをワインにすることにより、発酵で生じる二酸化炭素をビン内に閉じ込めた
ものです。甲州ぶどうの優しさと弾ける爽やかさをお楽しみ下さい。

セレナシャルドネトラディッショナルメソッド
SERENA CHARDONNAY TRADITIONAL METHOD
山梨県
限定生産 2,000 本。全て丁寧に手作業により醸造。瓶内熟成約 24 ヶ月。キメの細かい泡と爽やかな酸味が楽しめ
る、軽快なタイプのスパークリングワイン。英国際ワインコンクール 2016 において、プラチナ賞のグレイスエク
ストブリュットのシスターブランド。夏季数量限定商品です。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

￥12,000

Domestic Wine

日本ワイン
白ワイン

アルガブランカ

White Wine

クラレーザ

ARUGA BRANCA CLAREZA

￥8,000

山梨県
日本固有の ” 甲州 “ から、シュールリー醸造法（ワインと澱をゆっくり接触させる）を用いて、食に合う辛口ワインです。ワインとの相性が難しいとされていた味噌、醤油、
わさび等にもよく合いますので、洋食のみならず和食との相性が良いのが特徴です。

勝沼醸造甲州金山

￥8,000

KOSHU TERROIR SERECTION "KANEYAMA"
山梨県
皮が厚く、ゆっくり熟成するぶどうを使ったワイン。力強い果実味が特徴でパワフルな味わいとニュートラルな酸味が楽しめます。バニラやバターなど力強い香りです。

仲村わいん工房

がんこおやじの手造りわいん デラウェア

DELAWARE

￥8,000

大阪府
デラウェア香がふんわり漂う、滑らかで柔らかい飲み心地。酸がキリッと効いているので、メリハリがしっかりしている。

シャンテ

甲州

樽発酵

￥8,000

CHANTER KOSHU BERREL FERMENTER
山梨県

厳選した甲州種をフランスの小樽を使用して発酵させたワイン。しっかりした酸、果実味と樽香のバランスがよくスッキリした味わいです。

ヴィラ

デスト

プリマベーラ

シャルドネ

VILLA D'EST PRIMAVERA CHARDONNAY
長野県
シャルドネのフレッシュな果実味や酸を素直に引き出し、プリマベーラ（新緑）のような爽やかさで、柑橘系の青りんごの香りが清々しいワインです。

マルスワイン

日之城シャルドネ

￥10,000

￥10,000

HINOSHIRO CHARDONNAY
山梨県
早朝の陽の光のように優しく輝く、柔らかなイエローで、スモーキーなナッツとハチミツの香りがします。豊かな厚みのアタックがとてもリッチで、驚くほど高貴なシャ
ルドネを感じさせてくれます。豊潤なボディとしっかりとした骨格は、上質なぶどうと優れた造り手の情熱の証です。

アルガブランカ
ARUGA BRANCA PIPA

ピッパ

￥10,000

山梨県
日本固有の「” 甲州 “ から世界に通じるワインをつくりたい」という蔵元の夢から生まれたワインです。製造過程で糖や酸を補わず、ぶどう本来の成分を凝縮し、フレンチオー
ク樽中で 6 ヶ月間発酵熟成しました。ビン熟成を 2 年以上重ねました。果実味と樽香のバランスがよく優雅な味わいです。

グレイスシャルドネ

￥12,000

GRACE CHARDONNAY

山梨・シャルドネ・辛口・果実味
明野の三澤農場のシャルドネを 100％使用。葡萄本来のピュアな果実味を引き出し、樽貯蔵により柔らかさを加えたエレガントなワインです。

シャトー・メルシャン北信シャルドネ

￥12,000

CHATEAU MERCIAN HOKUSHIN CHARDONNAY

長野県
日本最高峰の白ワイン。フレッシュな酸味とレモンやグレープフルーツのような柑橘香の中にナッツやバニラのようなオーク樽由来の香り。熟した果実を連想させるとと
もに、酵母由来の旨み、複雑味厚みもあり、上品な味わいです。白身魚、天ぷら、肉のロースト等にも相性がよいです。

キュベェ三澤甲州明野

￥12,000

GRACE CUVEE MISAWA AKENO KOSHU
山梨県

生産数 4,007 本の中、2,000 本はワイナリーにて熟成を行うため、市場本数は大変少量になります。中央葡萄酒社の特別限定醸造フラッグシップワイン。英国際ワインコンクー
ルにおいて 2013 年に続き、2015 年も金賞受賞。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Domestic Wine

日本ワイン
赤ワイン

マルスワインカベルネ・ベリー A
HOSAKA CHATEAU MARS CABERNET BAILEY A

Red Wine

穂坂収穫

￥8,000

山梨県
「凝縮度が高く」「腰の強い」味わいです。穂坂産カベルネソーヴィニヨン種とマスカットベリー A 種の持つ「力強さ」と「柔らかさ」の 2 つの個性を、フランス産樫樽に
より熟成を経て一つに調和させることにより、「ほのかに樽香が漂う」「均整の取れた味わい」の赤ワインです。

シャンテ Y.A マスカットベリー A イグレックキューブ
MUSCATBAILEY-AYCUBE
山梨県

￥10,000

穂坂のベリー A のみ使用。ローヌ系酵母で発酵。18 ヶ月以上の樽発酵。ベリー A のイメージを覆す驚きの 1 本。

ヴィラデストプリマベーラメルロー

￥10,000

仲村わいん工房

￥10,000

VILLA D'EST PRIMAVERA MERLOT
長野県
メルロー種の豊かな果実味と柔らかさを素直に引き出し、滑らかな口当たりです。11% 含まれるカベルネが、ハーブ系の香りをスパイスとして与えています。

花

HANA CABERNET SAUVIGNON
大阪府

カベルネ・ソービニヨン

100% 自家栽培葡萄を醸造するワイナリー、仲村ワインの上級酒。カシス系の香りにスパイスのニュアンスとカベルネらしいタンニンも感じられます。

シャンテ

￥10,000

YA Vrille ヴリーユ

CHANTER Y.A Vrille
山梨県・マスカットベリー A、赤

イグレックキューヴ用の畑の中から、更に完熟し酸とバランスのとれた葡萄のみそ厳選。900 本のみ製造された限定品。華やかかつ優雅な味わい。

マルスワイン
山梨県

日之城カベルネ＆メルロー遅摘み

￥12,000

清澄度が明瞭で健康的な色合いのワイン。輝きがあり若々しくも見える。柔らかく華やかなブラックチェリーや樽由来のロースト香、チョコレートのニュアンスが調和し
ている。果実味に富み、膨らみのある口当たり。エレガントなタンニンが印象的なワイン。

グレイス

カベルネフラン

￥12,000

GRACE CABERNET FRANC
山梨県

明野町、三澤農場のカベルネフランを主体に、プティ・ヴェルドをブレンドしたエレガントな味わい。
ブルーベリー等の洗練された香りの中に、スパイシーな一面も感じられる。

シャンテ

Y.A Huit.

CHANTER Y.A Huit. YUI
山梨県

結ひ

￥12,000

樽由来の複雑かつふくよかな香り。上品な味わいからは酸味とタンニンの滑らかさを感じられる。しっかりとしたボディで、熟成させてからも楽しめる。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Imported Wine

輸入ワイン
グラスワイン

Glass Wine

グラススパークリングワイン

デボルトリ DB スパークリングクラシック NV

￥1,600

HOSAKA CHATEAU MARS CABERNET BAILEY A
オーストラリア

デ・ボルトリは 1928 年創業の名門ワイナリー。繊細な泡、シトラスや白桃を思わせる豊かなフルーツ感がふんだんに感じられます。とても爽快な飲み口のスパークリング
ワインです。

グラス白ワイン

マルキドボーランシャルドネ

￥1,400

Marquis de Beau Rond Chardonnay
南フランス

南フランスの太陽を多く浴びた完熟したシャルドネ種から造られた白ワイン。フレッシュな果実の風味をたっぷりと持つ、エレガントな辛口ワインに仕上がっています。

グラス赤ワイン

マルキドボーランカベルネソーヴィニヨン

￥1,500

Marquis de Beau Rond Cabernet Sauvignon
南フランス

地中海の恵まれた気候が生み出す芳醇な赤ワイン。丸みのあるタンニンと豊かなフルーツ。カベルネ・ソーヴィニヨンの品種の特徴が楽しめる飲みごたえのある赤ワイン
です。

スパークリングワイン

Sparkling Wine

ファミーユリューボーメソッドトラディショネール NV

￥8,000

Famille Lieubeau Methode Traditionnelle Brut NY
フランス
リューボーは、1816 年に設立された伝統的なワイナリー。自然農法で栽培された古木のシャルドネ 70%、フォール・ブランシュ 30% をビン内二次発酵で仕込んだ高品質
なスパークリングワインです。

フランソワミクルスキクレマンドブルゴーニュ NV

￥10,000

Francois Mikulski Cremant de Bourgogne NV

フランス
ブルゴーニュの銘酒ムルソーのトップワイナリー、ミクルスキが造るスパークリングワイン。柑橘系のアロマ、きめ細かな泡立ち。綺麗な果実味とミネラル感をしっかり
と感じる味わいです。

ハーフサイズ

アンリオブリュットスーヴェラン NV
Henriot Brut Souverain NV
フランス

フルボトル

￥10,000
￥12,000

アンリオは 200 年の歴史を持つシャンパーニュメゾン。シャルドネとピノ・ノワールのブレンドから、しっかりとした酸とミネラルに支えられた美しくクリーミーな風味
に仕上がっています。

ドン・ペリニヨン 2009

￥25,000

DON PERIGNON 2009
フランス

ドン・ペリニヨンは同じ年に収穫されたブドウだけで造られるヴィンテージワイン。当たり年のブドウのみを使用して醸造され、7 年から 8 年の熟成を経た特別なキュヴェ
だけが、ドン・ペリニヨンを名乗ることが許されています。

クリュッグ 1990

￥85,000

KRUG 1990
フランス

伝統的な樽発酵を守り続け、ワインを低温で長期にわたり熟成させる熟練の技。全てのシャンパーニュの頂点に立つと言っても過言ではない銘酒中の銘酒です。

ルイ・ロデレール

クリスタル 1988

￥112,000

LOUIS ROEDERE CRYSTAL 1988
フランス

シャンパーニュを代表する銘酒元ルイ・ロデレールが 19 世紀、ロシア皇帝アレクサンドル 2 世の要請で造った特別なキュヴェがクリスタル。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Imported Wine

輸入ワイン
白ワイン

White Wine

カーヴシャントレサンヴェラン 2015

￥8,000

Cave de Chaintre Saint-Veran 2015
フランス

スッキリとした澄んだ透明なフルーツの奥に、蜂蜜を思わせる香ばしいフレーバー。豊かなミネラル感に相まって、とても心地の良い飲みごたえが楽しめます。

ラシャブリジェンヌシャブリ 2015

￥8,000

LA CHABLISIENNE CHABLIS LA PEERRELEE 2015
フランス
シャブリの常識を覆すフルーティーで芳醇な白ワイン。エレガントなりんごや洋梨のアロマが香り立ち、口の中でたっぷりとした果実の質感を感じることができるワイン
です。

ノゼサンセール 2017

￥10,000

Domaine du Nozay Sancerre Blanc 2017
フランス

フレッシュなアロマと透明感のある果実味に加え、上質でエレガントな酸とミネラル感。良質なソーヴィニヨン・ブラウンならではのキレ味の冴える白ワインです。

フレデリィックマニャンムルソーレプートヴィーニュ 2015

￥12,000

ヴェルジェピュリニー・モンラッシェスール・ピュイ 2014

￥20,000

Frederic Magnien Meursault "Les Pentes Vignes" 2015
フランス
ムルソーはブルゴーニュを代表する銘醸ワイン。芳醇な果実の風味と豊かなミネラル分に加え、バターやナッツの風味や花の香りが味わいを引き立てます。

Puligny Montrachet Sous le Puits Chassagne- Montrachet 2014
フランス

ブルゴーニュ白の名手 ” ヴェルジェ “ の造る、銘酒ピュリーニー・モンラッシェ。中でも、このスール・ピュイは一級畑の中でも最上区画の一つ。果実味、酸、ミネラル感
が絶妙ななハーモニーを生み出しています。

アルベール・マン

ALBERT MANN Riesling 2013
フランス / アルザス リースリング

￥30,000
ドライ

フルーティー

ステンレスタンクで 7 ヵ月熟成させたワイン。レモンや柑橘系の果実・桃を連想させるようなジューシーな香り。魚介や少し油っ気のあるお食事にあいます。

ジャンシャルトロンコルトン・シャルルマーニュ 2013
Jean Chartron Corton Charlemagne Grand Cru Chassagne-Montravhet2013

￥35,000

フランス
ブルゴーニュの特級格付けの白の中でも、最もよく知られるコルトン・シャルルマーニュ。中でもこのシャルトロンのワインはトップクラスの評価を受ける区画から生み
出されます。味わいは、まさに優雅・繊細・華麗・芳醇。

ルイ・ジャドモンラッシェ 1992

￥150,000

Louis Jadot Montrachet Grand Cru 1992
フランス
モンラッシェは全ての白ワインの頂点にたつ至高のキュヴェ。ブルゴーニュ白ワインの偉大なヴィンテージを、名門ワイナリー・ルイ・ジャドー社が造ったワインマニア
垂涎の銘酒です。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Imported Wine

輸入ワイン
赤ワイン Red Wine
ブルゴーニュ

フレデリック・マニャン

Frederic Magnien Bourgogne Rouge 2014

Bourgogne

ブルゴーニュ・ルージュ 2014

￥8,000

フランス
モレ・サン・ドニで人気の銘醸ワイナリー、マニャンが造る AOC ブルゴーニュ。凝縮感のあるベリー系の酸と果実味がしっかりと感じられる。飲みごたえのあるピノ・ノワー
ルです。

ドミニク・ローランコートド・ニュイヴィラージュ 2013

￥10,000

Dominique Laurent Cotes de Nuits Villages2013
フランス

熟したピノ・ノワールならではの、繊細かつ凝縮感のある赤い果実味とエレガントな酸。名手ドミニク・ローランが自信を持って仕上げた 2013 年ヴィンテージは掘り出し
物です。

ブシャール P&F ボーヌデシャトープルミエ・クリュ 2014
Bouchard Pere & Fils Beaune du Chateau Premier Cru Rouge 2014
フランス

￥12,000

名門ブシャール P&F のボーヌ地区にある一級畑のピノ・ノワールを贅沢にブレンド。優雅なアロマと湧き上がる凝縮した赤いフルーツ。

エレスティンジュヴレシャンベルタンレグーロ 2008

￥20,000

ドルーアン・ラローズボンヌマール 2013

￥50,000

Heresztyn Gevrey Chambertin 1er Cru Les Goulots 2008
フランス
銘酒ジュヴレ・シャンベルタンの中でも、このレグーロの畑は北限に位置し、優雅な味わいの中にも、引き締まった酸と収斂性のあるタンニンが見られるスタイル。

Drouhin Laroze Bonnes Mares Grand Cru 2013
フランス

ボンヌ・マールはブルゴーニュ特級畑のワインの中でも入手困難な畑の一つ。ドルーアン・ラローズは 1.3ha の畑を所有する代表的な造り手。銘醸ブルゴーニュワインの
凄味を感じる芸術的なキュヴェです。

コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ
Comte Georges de VOGUE Bonnes Mares 2014

ボンヌ・マール 2014

￥150,000

フランス

ミュジニーと並ぶヴォギュエの誇る極めて希少価値の高い銘醸ブルゴーニュ。時としてはロマネコンティのワイン群に匹敵する評価を得ることも。

コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ ミュジニーヴィエイユヴィーニュ 2014

￥200,000

DRC グランエジェゾー 2013

￥300,000

Comte Georges de VOGUE Musigny V.V. 2014
フランス
ヴォギュエ・ミュジニーは全てのワイン・プロフェッショナルの憧れであり、至高のブルゴーニュワインの一本として知られています。極めて希少価値の高い珠玉のワイン。

DRC Grand Echezeaux 2013
フランス

世界最高位のワイナリーとして、その名声をほしいままにする至高のドメーヌ。西側に位置するロマネ・コンティよりも熟成が早く進み早めの飲み頃を迎えます。DRC の
グラン・エジェゾーの味わいの特徴は豊かな香味と偉大なストラクチャー。ワイン通をうならせる珠玉の味わいが楽しめます。

DRC ロマネサンヴィヴァン 2013

￥420,000

DRC Romanee Saint-Vivant
フランス

世界最高位のワインアリーとして、その名声をほしいままにする至高のドメーヌ。西側に位置するロマネ・コンティよりも熟成が早く進み早めの飲み頃を迎えます。ロマネ・
サンヴィヴァンの名前は、中世の時代にヴォーヌ・ロマネの特級畑を所有していた「サン・ヴィヴァン大聖堂」に由来しています。

カリフォルニア

California

オーパス・ワン 2012

￥80,000

Opus One 2012
アメリカ・カリフォルニア

世界中で最も知られている有名なカリフォルニア銘醸のワイン。奥行きが深く濃厚で芳醇。時としてボルドーの五大シャトーに匹敵する評価を得る一本。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Imported Wine

輸入ワイン
ボルドー

Bordeaux

シャトー・ボーモン 2014

￥8,000

シャトー・シマール 2003

￥10,000

Chateau Beaumont 2014
フランス
評価の高いクリュ・ブルジョワ−のワイナリー。優雅なマルゴー村と、力強いサンジュリアン村の個性を併せ持つバランスのとれた味わい。
Chateau Simard 2003
フランス

メルロー 80%、カベルネ・フラン 20% で仕込まれた長期の熟成を経たボルドーワイン。優雅な果実味とシルキーなタンニン。長い年月を経たワインだけが持つエレガンス
があります。

シャトー・カントメルル 2011

￥12,000

Chateau Cantemerle 2011

フランス
メドック地区の特級格付シャトー。密度の濃いエレガントな果実とタンニン。グレートヴィンテージ 2008年の銘醸ボルドーが長い熟成期間を経て見事な表情を見せています。

シャトー・ローザン・セグラ 2006

￥20,000

Chateau Rauzan Segla 2006
フランス

メドック・マルゴー村にある第二級格付け筆頭。シャネルが経営することでもよく知られる銘醸ワイナリーです。2006 年ヴィンテージは、五大シャトーに迫るほどの優雅
な味わいを誇ります。

シャトー・ベイシュヴェル 2004

￥30,000

Chateau Beychevelle 2004
フランス
メドック・サンジュリアン村の第 4 級格付けにもかかわらず、その実力は第 2 級上位に匹敵すると言われる有名シャトー。2004 年は円熟の領域に入った極めてエレガント
な味わいです。

シャトータルボー

￥30,000

シャトー・ムートン・ロートシルト 2012

￥120,000

Chateau Talbot
フランス・ボルドー・AOC サンジュリアン・赤・フルボディ
クラシックなボルドースタイル。一貫して上等でたくましい、それでいてフルーティーなフルボディのワイン。華やかなベリーとカベルネ特有のハーブの香りが特徴的。

Chateau Mouton-Rothschild 2012
フランス
ラフィットと並ぶ、ロスチャイルド一族が誇るボルドー・メドックの第 1 級格付けワイン。カベルネソーヴィニヨンの比率が高く、スケールの大きな独自のスタイルを確
立しています。

シャトー・オー・ブリオン 2003

￥120,000

シャトー・ラフィット・ロートシルト 2013

￥150,000

シャトー・マルゴー 2011

￥150,000

Chateau Haut-Brion 2003
フランス
メドックのとなりグラーヴ地区にありながら、メドック第 1 級格付けに特別に選ばれている銘醸ワイン。均整の取れた通好みの味わいです。

Chateau Lafite-Rothschild 2013
フランス
メドックに 4 つある第 1 級格付けワイン筆頭。深い滋味と幾重にも重なる複雑な個性。2013 年という若いヴィンテージですが、溌刺感を楽しむ早飲みもおすすめできます。

Chateau Margaux 2011
フランス

メドック第 1 級格付けワインの中で、最もエレガントで優雅なスタイルと言われる銘醸ワイン。第 1 級格付けの中では早飲みが可能で、この 2011 年ヴィンテージは見事
な熟成感が楽しめます。

シャトー・ラトゥール 2007

￥180,000

Chateau Latour 2007
フランス

メドック第 1 級格付けワインの中で、最も力強く男性的と例えられる銘醸ワイン。上品な仕上がりの 2007 年のヴィンテージは、今まさに円熟の味わいの入り口に入った
ところです。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Whisky

ウイスキー
シングルモルトウイスキー

Single Malt Whisky

日本

山崎

YAMAZAKI

シングル

￥1,500

ボトル

￥15,000

シングル

￥7,000

ボトル

￥70,000

日本のモルトウイスキーで、海外でも知名度ナンバーワンの「山崎」です。少しハイランドモルトを思わせるような華やかさとバランスの良さが魅力です。

山崎 18 年

YAMAZAKI 18 years

山崎蒸溜所の中の 18 年以上の希少な原酒です。シェリーのような甘い香りと深い味わいは、さすがは日本を代表するモルトウイスキーの風格を感じます。

白州
HAKUSHU

シングル

￥1,200

ボトル

￥12,000

山梨県の緑美しい白州蒸溜所で造られるモルトウイスキーです。微かにスモーキーな香りをを含む、フレッシュで軽快な味わいが魅力です。

余市
YOICHI

シングル

￥1,200

ボトル

￥12,000

北海道らしく石炭直火蒸留で造ります。日本のモルトにしては荒々しくスモーキーな香りと味は、ちょっとアイラモルトを思わせます。味わいもアルコールの刺激が強く
個性的です。

スコットランド

ハイランド

グレンモーレンジ 18 年
GLENMORANGIE 18 years

シングル

￥1,500

ボトル

￥15,000

スコットランドでは 1 番人気があるモルトウイスキーと言われています。華やかで繊細、透明感のある香りが魅力。スパイシーで蜂蜜のようなニュアンスは、本当に美味
しいと思える味わいです。

グレンモーレンジ 25 年
GLENMORANGIE 25 years

シングル

￥12,000

ボトル

￥120,000

長期熟成による濃縮感と複雑味が、グレンモーレンジのもつ、華やかで繊細な香りと味わいをいっそう深化させ、魅力的にしています。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Whisky / Cognac

ウイスキー・コニャック
スコットランド

スペイサイド

マッカラン 18 年
MACALLAN 18 years

シングル

￥3,000

ボトル

￥30,000

マッカランといえばシェリー樽、こだわりのドライオロロッソの樽だけで熟成させます。上品で奥深い蜂蜜のような香りと、甘く深い味わいが、世界中で人気です。

マッカラン 25 年
MACALLAN 25 years

シングル

￥16,000

ボトル

￥160,000

かつて、評論家マイケル・ジャクソンがラガヴーリン 16 年と並んで、このマッカラン 25 年を 95 点とし、全モルトウイスキー中最高点を与えました。全てに傑出しています。

ザ グレンリベット 18 年
THE GLENLIVET 18 years

シングル

￥1,400

ボトル

￥14,000

政府公認蒸留所第一号、モルトウイスキーの代名詞。名声に与ろうと「グレンリベット」を名乗る蒸溜所は 1870 年代に 18 にのぼったといいます。エレガントな香りと、シャー
プに切れ上がる味わいが魅力。

ザ グレンリベット 25 年
THE GLENLIVET 25 years

シングル

￥5,000

ボトル

￥50,000

甘い柑橘系を思わせる香り、バランスの非常に良い繊細な味わいは、熟成により一段とと深みを増し、シェリーのニュアンスも感じられます。

スコットランド

アイラ島

ラフロイグ 10 年
LAPHROAIG 10 years

シングル

￥1,200

ボトル

￥12,000

どっしりとした厚いボディ。ヨード臭のような強い香りは好き嫌いがはっきり別れます。稀米人には飲みにくいですが、多くの熱烈なファンをもち、ラガヴーリンと並ぶ
アイラの巨人と言われています。

ラフロイグ 18 年
LAPHROAIG 18 years

シングル

￥2,500

ボトル

￥25,000

より濃縮しより複雑に深化して、ほんのり甘みも感じられます。ラフロイグはチャールズ皇太子愛飲の酒で、シングルモルトでは初のプリンス・オブ・ウエールズ御用達
の勅許状を賜りました。

ラガヴーリン 16 年
LAGAVULIN 16 years

シングル

￥1,200

ボトル

￥12,000

強いビート香、潮の香りに、重厚で滑らかな味わい。好き嫌いは別れますが、モルトの最高峰と呼ぶ熱烈な愛好家も多く、評論家マイケル・ジャクソンがこの 16 年に、マッ
カラン 25 年と並び 95 点の最高点を与えています。

ボウモア 18 年
BOWMORE 18 years

花や蜂蜜のような香りが、スモーキーフレーバーやビート香と絶妙にマッチしていて、華やかさとキレのある味わいです。アイラモルトの中では、北部の軽めの酒質と南
部の重い酒質のそれぞれの良さを、調和させたような魅力があります。

※表示の価格は全て税別価格でございます。

Whisky / Cognac

ウイスキー・コニャック
ブレンデッド

ウイスキー

響

HIBIKI

シングル

￥1,200

ボトル

￥12,000

日本のブレンデッドウイスキーの銘柄の中では一番知名度が高く、最近では海外でも人気沸騰中の「響」の入門用ウイスキーです。

響 21 年

シングル

￥6,000

HIBIKI 21 years
限定品の「響 30 年」を除けば、日本のブレンデッドウイスキーの最高峰。上品なバランス、深い味わい、最高峰と呼ぶのに相応しい美味しさです。

バーボン

ウイスキー

ブラントン
Blanton's

シングル

￥1,200

ボトル

￥12,000

長期貯蔵の原酒の中から、一樽ごとにテイスティングし、熟成のピークのものだけを瓶詰めします。時間と手間を惜しまずに仕上げた芳醇で濃密な味わいは、バーボンの
最高峰と呼ばれています。

コニャック

ヘネシー XO
Hennessy XO

シングル

￥2,500

ボトル

￥25,000

5 大コニャックの中でも、特に優雅で洗練された美味しさを持つ人気のヘネシー。熟成が進んだ XO クラスのまろやかさや凝縮された味わいが魅力です。

ポールジロー 25 年
Paul Giraud 25 years

シングル

￥2,000

ボトル

￥20,000

世界最高峰グランシャンパーニュ地区で 300 年以上、手作業で造られている別格のブランデーがポールジローです。驚いたことにぶどう本来の味わいが、ブランデーの複
雑な味わいに混じって感じられます。

ポールジロー 35 年
Paul Giraud 35 years

シングル

￥5,000

ボトル

￥50,000

手作業による伝統的な製法で造られています。華やかで上品な香りが複雑に絡み合い、長い熟成の時を経てなおも感じられるフルーティなぶどうのニュアンスは驚きです。
大手メーカーが真似のできない至福の美味しさです。

水割り用ミネラルウォーター（名水百選
ボトル販売用

丹沢の雫）

丹沢の雫（ミネラルウォーター）とカチ割り氷のセット

※表示の価格は全て税別価格でございます。

1本

￥200

1本

￥900

Non alcoholic Drink / Dessert

ソフトドリンク・デザート
ノンアルコールドリンク

Non alcoholic Drink

陣屋オリジナルノンアルコールカクテル
Jinya Original Non alcohoic Cocktail

柚子白磁 （ゆずはくじ）

Yuzu & Soda

￥800

琥珀香梅 （こはくこうばい）

Plum & Soda

￥800

ノンアルコールビール

Non-alcoholic Beer

￥800

ノンアルコール梅酒

Non-alcoholic Plum Wine

￥800

ロイヤル・ブルー・ティー

釜炒り緑茶

Royal Blue Tea

炒香

The Japanese Green Tea IRIKA
天皇杯・農林水産大臣賞受賞茶園の茶葉を秘伝の釜炒りでつくりあげた「幻の日本茶」。無農薬で育

グラス

￥1,600

ボトル

￥12,000

グラス

￥1,600

ボトル

￥12,000

てた茶葉の新芽を鉄釜に入れて直火で炒り、釜でも見ながら乾燥させた一品。どんなお料理の邪魔
をしない上品な味わいです。

玉露焙じ茶

香焙

The Gyokuro Houjicha KAHO
玉露一番茶から茎の部分だけを丁寧に選び取り焙じた「玉露ほうじ茶」を使用。
口当たりはあっさりと優しく、苦みや渋みはほとんどなく、焙煎の度合いが浅い為、独特の甘くま
ろやかな香りを放ちます。茶師十段の山口真也が目利きし、仕上げた日本茶の極み。

コーヒー・紅茶・ミネラルウォーター

Coffee / Tea / Mineral Water

ブルーマウンテンコーヒー

Blue mountain coffee with Cookies

※サイフォンにてコーヒーをおたてしますので、お時間をいただく場合がございます。

As we brew coffee with siphon, it might take a little time.

ウインナーコーヒー

Viennese Coffee with Cookies

￥800

ブレンドコーヒー

Coffee (Hot)

￥700

アイスコーヒー

Iced Coffee

￥700

カフェオレ

Cafe au Lait (Ice / Hot)

￥700

Tea / Lemon or Milk with Cookies

￥700

ホットチョコレート

Hot Chocolate with Cookies

￥700

丹沢の雫（ミネラルウォーター）

Mineral water

￥200

奥会津金山

Sparkling Mineral water

￥500

紅茶

アイス・ホット

アイス・ホット

天然炭酸水

※表示の価格は全て税別価格でございます。

￥900

Non alcoholic Drink / Dessert

ソフトドリンク・デザート
搾りたて 100％フレッシュジュース

Fresh Juice

せとか（1 月 -4 月）

Setoka

￥3,000

マスクメロン（5 月 -8 月）

Muskmelon

￥5,000

宮﨑マンゴー（5 月 -8 月）

Miyazaki Mango

￥8,000

桃（7 月 -9 月）

Peach

￥2,800

洋梨

Pear

￥4,800

ル・レクチェ（10 月 -12 月）

ジュース・炭酸飲料・烏龍茶

Juice / Cola / Oolong Tea

ジュース（オレンジ / アップル / グレープフルーツ / オレンジマンゴー / マンゴークランベリー）

￥800

コーラ
ジンジャーエール（辛口）
烏龍茶

Coca Cola

￥600

Wilkinson Ginger Ale

￥600

Juice(Orange / Apple / Grapefruit / Orange Mango / Mango Cranberry)

Glass

Iced Oolong Tea

Pitcher

デザート

￥600
￥1,500

Dessert

クリームソーダ

Soda with Ice cream

￥600

抹茶バニラフロート

Matcha Vanilla Float

￥600

抹茶（和菓子付）

Matcha (Green Tea for Ceremony) with Japanese Confectionery

シフォンケーキセット（コーヒー又は紅茶） Chiffon Cake Set(Coffee or tea)

￥1,000
￥1,000

アイスクリーム（バニラ or 抹茶）

Ice Cream(Vanilla / Green Tea)

和風パフェ

Japanese Style Parfait

￥1,000

チョコレートサンデー

Chocolate Sundae

￥1,000

※表示の価格は全て税別価格でございます。

￥600

Wedding

陣屋ウェディング

お二人の物語に、息吹きを─
一万坪の広大な庭園を誇る陣屋の特別な空間に、
お二人にとって大切な方だけをお招きして、本格的な会席料理で、心からのおもてなし。陣屋ならで
はの空間とお料理の味わいとともに、深まる家族の絆。
ご家族でのお食事会、結納・お顔合わせから少人数の披露パーティー、本格的な披露宴まで、永遠に
記憶に残るひとときをお過ごしいただけます。

Information

プランのご案内
団体、グループでのご利用に関するご提案・お見積りいたします。
飲み放題付きプラン、会席プランやブッフェプランなど、ご予算や人数に応じてご提案をいたします。
忘年会、新年会をはじめ、法事やお茶会、会議、懇親会、披露パーティーなどあらゆる会合にご利用くださいませ。

※送迎バス、餅つき、カラオケ、会議室、記念写真撮影等も承ります。お気軽にご相談ください。

陣屋の味を、ご家庭でも気軽にお楽しみいただけます。
おせち料理
総料理長が豪華食材をふんだんに使い、日本の美味しさと美しさを繊細に盛り込んだ、
厳選おせち料理をお届けします。代々伝える豪華な輪島塗の三段重付のおせちもご用意
しております。

出張料理
特別なパーティーやお祝いの席に、陣屋の出張料理はいかがですか？ご自宅で陣屋の本
格的な会席料理を味わえます。キッチンがあれば、どこへでもお伺いします。

ふるさと納税
陣屋では、ふるさと納税対象商品として秦野市ふるさと納税に参画している特別商品を
多数ご用意しています。日帰り・宿泊プランをはじめ、おせち料理やロールスロイスで
の送迎プランも人気です。

※詳しくは、秦野市ホームページ及びふるさとチョイスホームページをご確認ください。

Emergency response

お客様へのお願い
火災等の事故防止には万全を期しておりますが、
万一事故が発生した場合には、落ち着いて行動をお願いいたします。
お部屋にお着きになりましたら…
・客室内（入口ドアー内側等）の緊急避難図で非常口を２カ所以上確認してください。
・非常口へは、どのお部屋からも２方向の避難路が用意されております。実際に歩いてお確かめください。
・寝たばこや歩きながらの喫煙はおやめください。

火災を発見した場合は…
・近くの火災報知機を押すか、電話で

フロント 7 番 へ連絡してください。

・大声で周囲の人にも知らせてください。

・消火する余裕がありましたら、消火器等で消火してください。
消火しきれないと判断した時は、直ちに避難してください。

館内で火災が発生した場合には…
・非常ベル（サイレン）または非常放送により、火災発生の通報があったときは、
ただちに、一番近い非常口から落ち着いて避難してください。
・係員または非常放送の指示に従ってください。
・お部屋から外へ出る際は、延焼防止と煙の拡散防止のため、必ずドアをお閉めください。
・タオルを水で濡らし、鼻と口を覆ってください。
・壁に沿って姿勢を低くし、煙の反対方向の避難設備を選んで避難してください。
・一度避難されてから、貴重品などを取りにお部屋に戻ることは、危険ですから絶対におやめください。
・夜間には客室内に備え付けの非常用懐中電灯を持って避難してください。

避難される場合には…
・係員または、非常放送の指示に従ってください。
・お部屋から外へ出る際は、延焼防止と煙の拡散防止のため、必ずドアを お閉めください。
・タオルを水で濡らし、鼻と口を覆ってください。
・壁に沿って姿勢を低くし、煙の反対方向の避難設備を選んで 避難して ください。
・一度避難されてから、貴重品などを取りにお部屋に戻ることは、危険ですから絶対におやめください。
・夜間には、客室内に備え付けの非常用懐中電灯を持って避難してください。

地震が起きたら…
・係員または、館内放送の指示に従ってください。
・窓ガラスから離れてください。
・落下物に注意し、頭を防護してください。
・タバコの火はすぐに消してください。

Barhing manner

お客様へのお願い
入浴時のご注意事項
1. 浴室に入るときは、下着を脱いで入ってください。
2. 湯船に入る前には、必ず体をよく洗ってください。
3. シャワーは座って使い、湯水は大切に使ってください。
4. タオルを湯船に入れないでください。
5. 浴場では走ったり泳いだりしないでください。
6. 洗濯はご遠慮ください。
7. 脱衣所へ上がるときは、よく身体を拭いてください。
8. 刺青（タトゥーを含む）が見える状態での
露天風呂、大浴場のご利用は固くお断りしております。
フロントにてタトゥーカバーシールをお申し付けください。

食事の直前・直後の入浴は避けましょう。
特に、飲酒しての入浴は危険です。

宿泊約款

たとき。

( 適用範囲 )

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負

第１条

担を求められたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する

契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めの
ない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとし

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させること
ができないとき。
（9) 神奈川県旅館業法施行条例 第４条第１号及び第２号の規定する場

ます。
2. 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の
規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

合に該当するとき。
（宿泊客の契約解除権）

( 宿泊契約の申込み )

第６条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第２条

2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又

当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当

館に申し出ていただきます。

は一部を解除した場合（第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支

(1) 宿泊者名

払い期日指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

前に宿泊客が宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます）は、別表

(3) 宿泊料金（原則として別表第１の基本宿泊料による）

第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が

(4) その他当館が必要と認める事項

第４条第１項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当

2. 宿泊客が宿泊中に前項第 2 号の 宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入

たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務につい

れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申

て、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

込みがあったものとして処理します。

3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 20 時 00 分（あ

( 宿泊契約の成立等 )

らかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経

第３条

過した時刻）になっても到着しないときは、宿泊契約は宿泊客により

宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立する

ものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したとき

解除されたものとみなし処理することがあります。

は、この限りではありません。

( 当館の契約解除権 )

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間（３日を超

第７条

えるときは３日間）の基本

とがあります。

宿泊料を限度として当館が定める申込金

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除するこ

を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、

反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をした

第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に

と認められるとき。

次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

金のお支払いの際に返還します。

イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社

4. 第２項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払

会勢力

いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。た

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である

だし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊

とき

客に告知した場合に限ります。

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者ががあるもの

（申込金の支払いを要しないこととする特約）
第４条

前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

の申込金の支払いを要しない特約に応じることがあります。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金

担を求められたとき

の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しな

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないと

かった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

き。

（宿泊契約締結の拒否 ）
第５条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じな

(7) 神奈川県旅館業法施行条例第４条第１号及び第２号の規定する場合
に該当するとき。

いことがあります。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が

(1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。

定める利用規則の禁止事項（火災予防上必要なものに限る。）に従わな

(2) 満室（員）により客室の余裕がないとき。

いとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しく

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が

は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

( 宿泊の登録 )

イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第

第８条

77 号）第 2 条

を登録していただきます。

第 2 項に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項

同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）暴

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である

(3) 出発日及び出発予定時刻

とき

(4) その他当館が必要と認める事項

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をし

2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジッ

2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないと

トカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらか

きは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠

じめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館

( 客室の使用時間 )

の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第９条

( 寄託物等の取り扱い )

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 15 時 30 分か

ら翌朝 11 時 00 分までとします。ただし、連続して宿泊する場合にお

第１５条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重

いては、到着日首及び出発日を除き、終日使用することができます。

品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力で

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使

ある場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴

用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し

重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であっ

受けます。

て、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は３万円を限度として

(1)

その損害を賠償します。

超過３時間までは、室料金の３分の１ （又は室料相当額

30％）
(2)

1. フロントでお預かりできる価額の上限は３万円分までとします。
超過６時間までは、室料金の２分の１ （又は室料相当額

50％）
(3)

2. 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並び貴重品で
あってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又

超 過 ６ 時 間 以 上 は、 室 料 金 の 全 額

（又は室料相当額

は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害

100％）

を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告の

3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70％とします

なかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除

( 利用規則の遵守則 )

き、３万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第 10 条

( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 )

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した

利用規則に従っていただきます。

第１６条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、

( 営業時間 )

その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊

第 11 条

客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施

設の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサー

2.

ビスディレクトリー等でご案内いたします。

品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した

(1) フロント・キャッシャー等サービス時間：

ときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求める

イ

門限

午前 ０時 00 分

ものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明し

ロ

フロントサービス

午後 22 時 00 分

ないときは、発見日を含め７日間保管し、その後破棄させていただき

ハ

エクスチェンジサービス

午後 22 時 00 分

ます。

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯

(2)

飲食等（施設）サービス時間：

3.

イ

朝食

午前 ７時 30 分 ～午前 ９時 30 分

いての当館の責任は、第１項の場合にあっては前条第１項の規定に、

ロ

昼食

午前 11 時 30 分 ～午後 14 時 00 分

前項の場合にあっては同条第２項の規定に準じるものとします。

ハ

夕食

午後 17 時 30 分 ～午後 20 時 00 分

ニ

その他の飲食等

～午前 ０時 00 分

(3) 附帯サービス施設時間：
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあ
ります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
( 料金の支払い )
第 12 条

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第１に掲げる

ところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、
宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の
出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきま
す。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が
任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
( 当館の責任 )
第 13 条

当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又

はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠
償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでな
いときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入し
ております。
( 契約した客室の提供ができないときの取り扱い )
第 14 条

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊

客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋す
るものとします。

前２項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管につ

（駐車の責任）
第 17 条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うも
のではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

（宿泊客の責任）
第 18 条

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第 1

宿泊料金等の内訳（第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係）
内訳

宿泊客が支払うべき総額

備考

宿泊料金

①基本宿泊料（室料（及び室料＋朝食等の飲食料））

追加料金

②追加飲食（①に含まれるものを除く）

税金

イ

消費税

ロ

入湯税（温泉地のみ）

1. 基本宿泊料は提示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、
10 歳～ 12 歳：大人料金の 70%

別表第 2

6 歳～ 9 歳

：大人料金の 50%

3 歳～ 5 歳

：大人料金の 30%

0 歳～ 2 歳

：（寝具及び食事を提供しない乳児）大人料金の 10％をいただきます。

違約金（第 5 条第 2 項関係）
７

日

日

日

日

前

前

前

前

日

３

２

前

当

不

契約解除の通知を受けた日

20%

%

%

%

14

30

泊

日

日

前

9 名まで

100%

100%

50%

30%

10 ～ 49 名まで

100%

100%

50%

50%

50%

30%

20%

%

50 名以上

100%

100%

100%

100%

100%

50%

30%

20%

契約申し込み人数

（注）
1.％は、基本宿泊料に関する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分の違約金を収受します。
3. 団体客（10 名以上）の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前（その日より後に申込みをお引き受けした場合はそのお引き受けした日）
における宿泊人数の当該％（端数が出た場合には切り上げる）にあたる人数については、違約金をいただきます。

