
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記料金は、1室あたりの料金[ﾙｰﾑﾁｬｰｼﾞ制]です。定員内であればご利用人数に関係なく同料金です。　（*1名料金と記載ホテル除く）

■エクシブ・グランドエクシブ ※料金は８％の税込価格です。

ホ　テ　ル　名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員 ホ　テ　ル　名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員

エクシブ那須白河
（一部ドギールームあり）

12,960円 和洋 5名 11,448円 和洋 4名

エクシブ山中湖 12,960円 和洋/(洋) 4～5名 12,960円 和洋 5名

エクシブ軽井沢 11,448円 和洋/(洋) 4～5名 エクシブ白浜 9,396円 洋 4名

13,716円 1ベッド 2名 エクシブ白浜アネックス 12,960円 和洋/(洋) 4～5名

16,308円 和洋 5名 9,396円 洋 2名

エクシブ蓼科 12,960円 和洋 5名 11,448円 和洋 5名

9,396円 洋 2名 12,960円 和洋 5名

16,308円 洋洋 4名 エクシブ鳴門 12,960円 和洋 5名

19,332円 洋洋/和洋 4～5名 13,716円 1ベッド和 2名

9,396円 和/洋 4名 14,688円 1ベッド洋 3名

10,368円 和洋 5名 16,740円 和洋 5名

エクシブ浜名湖 12,960円 和洋 5名 18,792円 和モダン 5名

9,396円 和洋/洋 3～5名 エクシブ京都 八瀬離宮 13,500円 和洋 5名

10,368円 コテージ和洋/洋 4～5名 13,716円 1ベッド洋 3名

11,340円 洋（リニューアル） 3名 14,688円 1ベッド和 2名

12,420円 和モダン

（リニューアル）

5名 16,740円 1ベッド和/和モダン

2～5名

9,396円 洋 3名 19,872円 洋洋 4名

11,448円 洋 3名 12,960円 1ベッド和/洋 2名

14,256円 1ベッド座敷 2名 15,120円 和モダン 4名

15,336円 1ベッド座敷 2名 15,660円 和モダン 5名

16,416円 残月床 4名～5名

16,956円 残月床 4名～5名

■リゾーピア・サンメンバーズ

ホテル名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員 ホテル名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員

9,180円 本館・洋/和洋 3～5名 9,720円 洋ハリウッドツイン 3名

9,612円 強羅棟・洋 3名 10,800円 和モダンスタンダード/デラックス和洋 3～5名

10,044円 強羅棟・和洋 5名 12,960円 和モダンスーペリア 3名

11,556円 本館・デラックス和洋 5名 8,640円 スタンダード和洋 5名

12,096円 強羅棟・和モダン(ダブル) 2～3名 10,260円 和洋ハリウッドツイン 5名

14,688円 強羅棟・和モダンデラックス(ダブル) 5名 14,580円 和モダンデラックス 5名

16,308円 強羅棟・和モダンデラックス

5名 16,200円 和モダンラグジュアリー 5名

9,180円 和洋 5名 8,640円 スタンダード洋 2名

11,556円 デラックス和洋 5名 9,180円 スタンダード洋 3名

12,636円 デラックス和洋 5名 11,340円 和洋 4名

8,640円 スタンダード　洋/和洋 2～5名 14,688円 デラックス和洋 5名

11,016円 デラックス　和/和洋 5名 8,640円 スタンダード　ツイン/ダブル

2名

10,800円 スタンダードツイン 3名

12,636円 デラックスツイン 3名

サンメンバーズ神戸

(1名料金） 4,320円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル

1～4名

■ザ･ロッジ ■ホテルトラスティ

ホテル名 利用料金/1室 部屋タイプ 定員 利用料金/1室 タイプ

7,344円 シングル 1名 14,500円～ シングル

8,316円 ダブル 2名 30,000円～ ツイン

9,396円 ツイン 2名 15,000円～ シングル

12,960円 デラックスツイン 2名～3名 26,500円～ ツイン

22,248円 スウィートツイン 2名～4名 10,000円～ シングル

9,396円 ツイン 2名 20,000円～ ツイン

18,144円 和洋 4名 10,000円～ シングル

18,500円～ ツイン

14,000円～ シングル

ホテル名 利用料金/1名 部屋タイプ 定員 26,000円～ ツイン

サンメンバーズ東京新宿 4,860円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル/フォース

1～4名 16,500円～ シングル

サンメンバーズ東京新橋 4,320円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル 1～3名 24,000円～ ツイン

サンメンバーズ名古屋錦 4,320円 シングル/ダブル/ツイン/トリプル/和洋

1～5名 14,500円～ シングル

サンメンバーズ大阪梅田 4,320円 シングル/ツイン/フォース 1～4名 21,500円～ ツイン

サンメンバーズ鹿児島 4,320円 シングル/ダブル/ツイン 1～2名 シングル

ツイン

リゾーピア別府

ホテル名

那須白河ザ･ロッジ

東京ベイサイド

金沢 香林坊

名古屋栄

ホテル宿泊部屋　料金一覧(2017年4月～)

エクシブ軽井沢パセオ
（一部ドギールームあり）

エクシブ初島クラブ

エクシブ伊豆

リゾーピア箱根

鳴門ザ･ロッジ

名古屋

■サンメンバーズシティホテル (1名料金）
大阪 阿倍野

リゾーピア熱海
サンメンバーズひるがの

リゾーピア久美浜

サンメンバーズ京都嵯峨

心斎橋

神戸 旧居留地

名古屋　白川（1名料金） 4,320円

リゾートトラスト株式会社

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
（一部ドギールームあり）

エクシブ琵琶湖

エクシブ淡路島

エクシブ箱根離宮

エクシブ有馬離宮

エクシブ湯河原離宮
（一部ドギールームあり）



 

<<備考>>

□ キャンセル待ちを希望する

（混みあう日程については、ご希望頂いても承れない場合もございます。）

月　　日～　　泊OK

（内、男性　　　　人・女性　　　　　人） ■子供[6歳・小学生]　　　　　　　　人

利用者代表者名利用者代表者名利用者代表者名利用者代表者名

（T /　S /　H 　　　年 　　月　　日生まれ）

様　

利用人数利用人数利用人数利用人数

■幼児[5歳以下]　　　　　　　　人　＊幼児は全員分の年齢をご記入ください（　　　　　　　　　　　　　　　）歳

■大人[中学生以上]　　　　　　　　人

　　　　□１室あたり　　　□お１人あたり

円

①当社のホテルは何回目ですか　　【　　　はじめて　・　　　　　　回目】

②食物アレルギーがございましたらご記入ください　【なし　・　あり（詳細　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　   　　　　　                 】

③ご利用の目的・背景などありましたらご記入下さい　　例結婚記念日・お誕生日など【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

予約№

ご宿泊料金（消費税込み）

 小人　　　　　　　　　円×　　　人  小人　　　　　　　　　円×　　　人

 幼児　　　　　　　　　円×　　　人  幼児　　　　　　　　　円×　　　人

宿泊プランのご利用宿泊プランのご利用宿泊プランのご利用宿泊プランのご利用 宿泊プランの利用を　　する　　【プラン名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　・　しない

希望時間希望時間希望時間希望時間 　□前半（17：00頃）　　　　　　□後半（20：00頃） 希望時間希望時間希望時間希望時間 　□前半（17：00頃）　　　　　　□後半（20：00頃）

ご朝食ご朝食ご朝食ご朝食

 □和食　　□洋食　　□バイキング　　

ご朝食ご朝食ご朝食ご朝食

 □和食　　□洋食　　□バイキング　　

 大人　　　　　　　　　円×　　　人  大人　　　　　　　　　円×　　　人

 大人　　　　　　　　　円×　　　人  大人　　　　　　　　　円×　　　人

 小人　　　　　　　　　円×　　　人  小人　　　　　　　　　円×　　　人

 幼児　　　　　　　　　円×　　　人  幼児　　　　　　　　　円×　　　人

　　　　　≪お食事内容のご希望≫　≪お食事内容のご希望≫　≪お食事内容のご希望≫　≪お食事内容のご希望≫
※お食事には別途10％のｻｰﾋﾞｽ料が発生致します。※お食事には別途10％のｻｰﾋﾞｽ料が発生致します。※お食事には別途10％のｻｰﾋﾞｽ料が発生致します。※お食事には別途10％のｻｰﾋﾞｽ料が発生致します。

※夕食は前半・後半の2回転制となります。ご希望をお知らせ下さい。※夕食は前半・後半の2回転制となります。ご希望をお知らせ下さい。※夕食は前半・後半の2回転制となります。ご希望をお知らせ下さい。※夕食は前半・後半の2回転制となります。ご希望をお知らせ下さい。

1泊目1泊目1泊目1泊目 2泊目2泊目2泊目2泊目

ご夕食ご夕食ご夕食ご夕食

  □和食　  □フレンチ  　□イタリア　  □中国

ご夕食ご夕食ご夕食ご夕食

  □和食　  □フレンチ  　□イタリア　  □中国

  □その他（　　　　　　　　　　　　　）　　   □その他（　　　　　　　　　　　　　）　　

自宅電話番号自宅電話番号自宅電話番号自宅電話番号 携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号携帯電話番号

住所住所住所住所 〒

禁煙・喫煙希望禁煙・喫煙希望禁煙・喫煙希望禁煙・喫煙希望 □　禁煙　・　□喫煙　・　□どちらでも良い 交通手段交通手段交通手段交通手段 車（　　　）台　・　電車　・　バス　・　その他

フリガナフリガナフリガナフリガナ 　　　　　　　年齢　　　　　歳 到着時間到着時間到着時間到着時間 時頃（お部屋へのﾁｪｯｸｲﾝは15：00～）

利用日利用日利用日利用日

第一希望第一希望第一希望第一希望 　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　

第二希望第二希望第二希望第二希望 　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　　　　　年　　　　　月　　　　日　　 　曜日～　　　泊　　　　　室　　

事業所事業所事業所事業所（会社名）

（会社名）（会社名）

（会社名）

回答先FAX回答先FAX回答先FAX回答先FAX

※こちらに返信します。必ずご記入下さい。

※こちらに返信します。必ずご記入下さい。※こちらに返信します。必ずご記入下さい。

※こちらに返信します。必ずご記入下さい。

＊太枠内のみご記入下さい＊太枠内のみご記入下さい＊太枠内のみご記入下さい＊太枠内のみご記入下さい
日　　程日　　程日　　程日　　程ホ　テ　ル　名ホ　テ　ル　名ホ　テ　ル　名ホ　テ　ル　名

リゾートトラスト　ＦＡＸ予約申込書　（兼）確認書リゾートトラスト　ＦＡＸ予約申込書　（兼）確認書リゾートトラスト　ＦＡＸ予約申込書　（兼）確認書リゾートトラスト　ＦＡＸ予約申込書　（兼）確認書

会員名会員名会員名会員名 東京都金属プレス工業健康保険組合東京都金属プレス工業健康保険組合東京都金属プレス工業健康保険組合東京都金属プレス工業健康保険組合

申込者申込者申込者申込者

（被保険者）（被保険者）（被保険者）（被保険者）

保険証記号/番号保険証記号/番号保険証記号/番号保険証記号/番号

申込者の電話番号申込者の電話番号申込者の電話番号申込者の電話番号

◆個人情報に関するお知らせ◆当社は個人情報に関する法令等を遵守し、お客様の個人情

報の保護に万全を尽くして参ります。当社プライバシーポリシーにつきましては、当社ホーム

ページhttp://www.resorttrust.co.jp/をご覧下さい。ご記入いただいた個人情報は、リゾートト

ラスト株式会社に関する各種サービスの提供の目的で利用させていただく他、リゾートトラス

ト株式会社各施設にて行います様々なイベント等のご案内を送付させていただくことがござい

ます。

申込書送付先申込書送付先申込書送付先申込書送付先 リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社リゾートトラスト株式会社

東京マイリゾートプラン予約センター東京マイリゾートプラン予約センター東京マイリゾートプラン予約センター東京マイリゾートプラン予約センター
平日平日平日平日9:009:009:009:00～～～～18:0018:0018:0018:00 第第第第2222・・・・4444・・・・5555土曜土曜土曜土曜9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00

※※※※日曜・祝祭日・年末年始・日曜・祝祭日・年末年始・日曜・祝祭日・年末年始・日曜・祝祭日・年末年始・GWGWGWGW・お盆は休業・お盆は休業・お盆は休業・お盆は休業

FAX. 03FAX. 03FAX. 03FAX. 03----5323532353235323----7483748374837483

（お問合わせ（お問合わせ（お問合わせ（お問合わせTEL. 03TEL. 03TEL. 03TEL. 03----5323532353235323----8221822182218221））））

申込日： 年 月 日

◆ご予約は、ご利用希望日の2ヶ月前の同日から承っております。

◆予約の可否は、原則として申込日から3営業日以内に回答します。

但し、GW・お盆・年末年始のトップシーズン時にはご回答までに

4営業日以上かかる場合がありますので予めご了承下さい。

◆リゾーピアホテル・サンメンバーズリゾートの取消や変更

（人数・日程・ホテル等）は、キャンセル料金が発生致します。

・通常期：7日前より

・特別営業期間（4/29～5/5、7/25～8/20、12/30～1/5）：14日前より

なお、上記ホテルの特別営業期間は、１泊2食制のご利用に限ります。

◆年末年始（12/30～1/5）にご利用の際は、全ﾚｽﾄﾗﾝのご夕食のｺｰｽ料理および

ﾃﾞｨﾅｰﾊﾞｲｷﾝｸﾞ（ﾌﾞｯﾌｪ）の料金が500円（税ｻ別）ｱｯﾌﾟになります。〔大人のみ〕

ホテル最新情報サイト「rion.mobi（ﾘｵﾝﾄﾞｯｯﾄﾓﾋﾞ）」では

お得な情報やモバイル限定のサービスもご提供中！

アプリストアから「rion.mobi」で検索して

アプリをダウンロードしてください。

リゾートトラスト

確認印


