
施設情報 

グランドエクシブ 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 

グランドエクシブ 那須白河 エクシブ 蓼 科 
〒391-0301 

長野県茅野市蓼科高原 

北山4035 

エクシブ 蓼 科 エクシブ 伊 豆 エクシブ 伊 豆 
〒413-0231 

静岡県伊東市富戸 

1317-5243 

エクシブ 山中湖 
〒401-0502 

山梨県南都留郡山中湖村平野 

562‐12 

エクシブ 山中湖 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 

エクシブ 箱根離宮 グランドエクシブ 浜名湖 
〒431-1207 

静岡県浜松市西区村櫛町字 

志津ノ前4620 

グランドエクシブ 浜名湖 

グランドエクシブ 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 

グランドエクシブ 軽井沢 グランドエクシブ 初島クラブ 
〒413-0004  

静岡県熱海市初島800 

グランドエクシブ 初島クラブ エクシブ 鳥羽&アネックス 
〒517-0021 

三重県鳥羽市安楽島町字ニヱ 

212-1／ニ地169-2 

エクシブ 鳥羽&アネックス 

【部屋料金】 【部屋料金】 

【部屋料金】 

【部屋料金】 

【部屋料金】 【部屋料金】 

【部屋料金】 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
（11,829円）

定員

5名
10,953円

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
（11,829円）

定員

5名
10,953円

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金 定員

7,620円/8,572円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

（8,229円/9,257円）
4名/5名

【部屋料金】 【部屋料金】 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金 定員

10,953円

（11,829円）
5名ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金 定員

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
（12,343円～17,486円）

11,429円～16,191円
2～5名

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
（11,829円）

定員

5名
10,953円

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金 定員

7,620円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

（8,229円）
2名 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

（8,229円～10,285円）
2～5名

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金 定員

7,620円～9,524円

2～5名
（10,285円）

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
9,524円

料金（本館） 定員ｸﾞﾚｰﾄﾞ

11,429円/13,810円

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金（パセオ）

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

定員

（12,343円/14,914円）
2～5名



エクシブ 琵琶湖 
〒521-0004  

滋賀県米原市磯1477-2 

エクシブ 琵琶湖 エクシブ 有馬離宮 
〒651-1401  

兵庫県神戸市北区有馬町 

1661-11 

エクシブ 有馬離宮 

エクシブ京都 八瀬離宮 
〒601-1254  

京都市左京区八瀬野瀬町74-1 

エクシブ京都 八瀬離宮 エクシブ 淡路島 
〒656-0023 

兵庫県洲本市小路谷字 

古茂江1275-3 

エクシブ 淡路島 

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1670-76／1670-44 

エクシブ 白浜&アネックス グランドエクシブ 鳴 門 
〒771-0376  

徳島県鳴門市北灘町 

折野字上三津167-3 

グランドエクシブ 鳴 門 

〒616-8304  

京都市右京区嵯峨広沢南野町 

27-1 

 リゾーピア 熱海  リゾーピア 熱海 
〒413-0012 

 静岡県熱海市東海岸町 

13-93 

 リゾーピア 久美浜  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 

 ｻﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ 京都嵯峨   ｻﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ 京都嵯峨 

 リゾーピア 箱根  リゾーピア 箱根 
〒250-0408  

神奈川県足柄下郡箱根町強羅 

1320-1239 

 リゾーピア 別府  リゾーピア 別府 
〒874-0831 

大分県別府市堀田７組の１ 

 ｻﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ ひるがの  ｻﾝﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ ひるがの 
〒501-5301  

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの 

4670-362 

【部屋料金】 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
（11,829円）

定員

5名
10,953円

【部屋料金】 【部屋料金】 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
（11,829円）

定員

5名
10,953円

定員

（12,343円～18,514円）
2～5名

11,429円～17,143円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金

定員ｸﾞﾚｰﾄﾞ

11,429円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

（12,343円）
5名

料金

【部屋料金】 【部屋料金】 

【部屋料金】 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金 定員

（8,229円～11,829円）
2～5名

7,620円～10,953円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 料金 定員

7,620円/10,953円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

（8,229円/11,829円）
4名/5名

【部屋料金】 

【部屋料金】 

【部屋料金】 

【部屋料金】 

【部屋料金】 

【部屋料金】 

スタンダード 和洋       7,500円（8,100円） 

デラックス     和洋Ａ     9,500円（10,260円） 

デラックス     和洋Ｂ   10,500円（11,340円） 

スタンダード 洋/和洋  7,000円(7,560円） 

デラックス   和/和洋  9,000円（9,720円）～14,000円（15,120円） 

スタンダード 和洋/和     

デラックス   和洋            

デラックス   和モダンＡ    

デラックス   和モダンＢ  

和モダンデラックスＡ       

和モダンデラックスＢ       

7,000円（7,560円） 

9,000円（9,720円） 

9,500円（10,260円） 

11,000円（11,880円） 

12,500円（13,500円） 

14,000円（15,120円） 

強羅棟 

スタンダード    7,620円（8,229円）～10,000円（10,800円） 

デラックス    12,381円（13,371円）～13,810円（14,914円） 

本館 
7,500円（8,100円）／9,975円（9,500円）   

スタンダード 洋Ａ     7,000円（7,560円） 

スタンダード  洋Ｂ     7,500円（8,100円） 

スタンダード 和洋   9,500円（10,260円） 

デラックス     和洋   12,381円（13,371円）    

スタンダード 和洋Ａ    7,000円（7,560円） 

スタンダード 和洋Ｂ    7,500円（8,100円） 

デラックス     洋室     10,500円（11,340円）   

※（ ）内は消費税率8％時の税込表示となります。 


