
お一人様あたりのお部屋代（2～4名様1室）
サービス料込・消費税込・入湯税150円込

〈ご宿泊料金〉
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※料理の写真はイメージです。

エコノミーコース

城山コース

◆ご利用日カレンダー 〈期間：2020年9月～10月〉

※土曜日・祝前日は+3,300円（税込）となります。
※1名1室でのご利用は、エコノミーコースに+2,200円（税込）となります。
※3歳未満のお子様は、ベッド不要の場合無料となります。

〈実質お支払金額〉

お部屋もお食事も贅沢に
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〒890-8586 鹿児島市新照院町41-1

【受付時間 9：00～18：00】

お問い合せ・ご予約 〈ナビダイヤル〉0570-07-4680
https://www.shiroyama-g.co.jp

各コースのセットメニューからお好みのものをお選びください。

ホテルメイドのパンやケーキをお楽しみください♪

贅沢なホテル朝食うれしい夕食チョイス♪（セットメニュー） ※写真はイメージです。

500円お買い物券プレゼント！
（1滞在に付きお一人様1枚）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域の
再活性化を目的に、一定期間に限定して実施され
る需要喚起キャンペーンです。キャンペーン期間中、
対象の旅行商品を予約すると旅行代金の50％相当
（35％相当の旅行代金割引と15％相当の現地で使
える地域共通クーポン）が支援されます。支援額の上
限は、お一人様1泊あたり2万円（14,000円の旅行
代金割引と6,000円の地域共通クーポン）です。
◆お電話でのご予約も対象となります。

キャンペーン

■…ご利用対象日 1日30室限定

2020年10月2日、東棟リニューアルルームがグランドオープン！詳細は裏面を
チェック！

キャンペーンご利用で

キャンペーンご利用で

秋の特別
県民感謝
宿泊プラン

9,393円

キャンペーンご利用で

12,253円

スタンダードルーム※桜島眺望なし

スーペリア桜島ビューツイン

桜島ビュールーム
桜島コース
豪華なお食事

キャンペーン対象

2020年9月～10月2020年9月～10月期 間期 間

9,393円～
お一人様（2～4名様1室）

桜島ビュールーム

15,828円
エコノミーコース

19,950円
14,450円
9,393円

26,550円
18,850円
12,253円

1部屋あたり総額に対して15％分のクーポン
（百円単位は四捨五入）

29,300円
24,350円
15,828円

通常価格
〈ご宿泊料金（税込）〉

県民感謝価格
利用

地域共通クーポン

桜島コース 城山コース

広東料理 翡翠廳
おすすめコース 

城山ガーデンズ水簾
和食会席

ガーデンレストラン ホルト
ディナービュッフェ
（選べるメインディッシュ付）

◆ご夕食チョイス

城山ガーデンズ水簾
特別和食会席
広東料理 翡翠廳
特別コース 
ザ ラウンジ カサブランカ
総料理長おすすめコース

◆ご夕食チョイス

フランス料理 ル シエル
フレンチフルコース
割烹 楽水
おすすめ夜会席
寿司亭 桜 寿司会席

◆ご夕食チョイス

天麩羅 敬天 天麩羅会席
鉄板焼 楠 ステーキコース

〈実質お支払金額（税込）〉

フランス料理 
ル シエル

ガーデン
レストラン
ホルト

広東料理
翡翠廳

城山
ガーデンズ
水簾

ザ ラウンジ
カサブランカ

割烹 楽水

ディスカバー鹿児島
キャンペーン

（最大10,000円助成）利用で
さらにオトク！

（税込）

〈実質お支払金額〉
（税込）

〈実質お支払金額〉
（税込）

※各レストランは店休日がございます。詳細は公式サイトでご確認ください。

※2日前までの要予約

※期間等は鹿児島県のサイトを
　ご確認ください。

各コース
対象

うれしい
特典!
うれしい
特典!

「地域クーポン」の開始は９月以降となっておりますが、まだ
未定です。開始日以降に宿泊のお客様へ配布となります。

●耐震補強工事実施による騒音のため2020年10月1日まで チェックイン 17:00 ／ チェックアウト 10:00 とさせていただいております。
●新型コロナウイルス感染拡大防止に対する 当ホテルの対応については公式サイトをご確認ください。（右のQRコードからもアクセスできます） 公式サイト

観光庁

キャンペーンご利用の際は、観光庁
ホームページ「新しい旅のエチケット」
に同意いただくこととなっております。
ご確認くださいませ。

毎朝、鹿児島の旬な食材を贅沢に使ったホテル自慢の和・洋ビュッフェをお楽し
みいただけます。また、感染予防対策として個別盛による料理の提供、スタッフ
による料理取り分けのサービスを実施しており、安心してご利用いただけます。Maison de Faveur

(メゾン ド ファヴール)

表面



フォレストビュー

客室リニューアル記念特別プラン

◆コンフォート
   桜島ビューツイン◆デラックスツイン ◆レジデンシャルツイン

◆源泉掛け流し温泉付き ジャパニーズガーデンスイート
桜島ビュー

桜島を望む源泉掛け流し温泉付きの
お部屋。「旅館体験」をコンセプトにし
た和モダンのくつろぎ空間です。眼下
に広がる錦江湾とそこに浮かぶ雄大
な桜島を取り入れた「借景庭園」が日
本伝統のわびさびを演出します。

 『クラブルーム』誕生日本らしさ 鹿児島らしさ城山らしさ

60,100円
50,750円

36,750円
1部屋あたり総額に対して15％分のクーポン（百円単位は四捨五入）

71,650円
60,320円

46,320円

95,850円
79,350円

65,350円

通常価格

ご夕食
人　数

お部屋

4名利用時 3名利用時

源泉掛け流し温泉付き
ジャパニーズガーデンスイート

ル シエル・楽水・桜・敬天・楠よりチョイス
2名利用時

42,500円
36,010円

23,407円

2名利用時
36,450円
29,520円

19,188円

2名利用時
30,950円
25,120円

16,328円

2名利用時
水簾・翡翠廳・ザ ラウンジ カサブランカよりチョイス

24,350円
19,840円

12,896円

2名利用時

デラックスツイン レジデンシャル
ツイン

コンフォート
桜島ビューツイン フォレストツイン

オープン記念価格

利用
地域共通クーポン

〈ご宿泊料金〉 1泊2食付 お一人様あたりの料金（2～4名様1室） サービス料込・消費税込・入湯税150円込

※画像はイメージです。

◆クラブツイン

◆クラブコーナーツイン◆クラブエグゼクティブツイン

◆SHIROYAMA
  インペリアルスイート 桜島ビュー

圧巻の桜島ビューが非日常の世界へと誘います。
200㎡の広がりをいかした「Room to Room」をコ
ンセプトに、リビング・ダイニング・ベッドルームは、それ
ぞれ心地よいプライベート感を保ちながら、一体の
広 と々した空間としてつながります。スイート限定の
サービス特典も魅力的な滞在を演出します。

◆フォレストツイン

期間 2020年10月2日～2020年12月25日

/75㎡

/200㎡

客室
設備

■キッチン
■ワインセラー
■Bluetoothスピーカー　など

■プライベートバー
■パウダールーム
■バトラーボックス

■ビュージャグジーバス
■ウォークインクローゼット
■フィットネスバイクマシーン

○送迎サービス（鹿児島空港・鹿児島中央駅・鹿児島市内）
○ウェルカムシャンパンプレゼンテーションサービス
○シェフによるフードプレゼンテーション ※有料

○専用iPadにて24時間リクエスト対応
○ターンダウンサービス
   など

/53㎡

/50㎡

/32㎡

サービス
特典

2020年10月2日グランドオープン改装第一期東棟
オープン記念の特別料金で

リニューアルルームにお泊まりいただけます。

オープン記念
宿泊プランは
こちら

〈1泊2食付〉

桜島ビュー
フォレストビュー フォレストビュー/53㎡ /45㎡

桜島ビュー

フォレストビュー

桜島ビュー

/27㎡ /25㎡

足元から天井まで伸びる２面の大きな窓からは桜
島、錦江湾、鹿児島市街地を一望。まるで天空に浮
かんでいるような心地よさと開放感は日常を忘れさ
せてくれる癒しのひととき。

ジャパニーズモダンをテーマに、和のエッセンスを随
所に感じるインテリアと障子越しに光を取り込む演
出で、旅館にいるような上質で落ち着いたくつろぎ
の時間をお過ごしいただけます。

客室からの景観が稀に見る絶景と人気の桜島
ビュールーム。さらに窓が床から天井まで広がる大き
さとなり、開放感あふれる眺望をご覧いただけます。

足元から広がる大きな
窓から望む鹿児島のパ
ノラマビューが圧巻。
広々とした贅沢感あふ
れるバスルームや鹿児
島の伝統を感じるイン
テリアが魅力です。

和のぬくもりを感じるイ
ンテリアは癒しとやすら
ぎのひと時を演出しま
す。コーナーならではの
静けさで落ち着いた空
間です。

ご家族・グループ３名様
でもお過ごしいただける
クラブルーム。鹿児島ら
しさを表現するインテリ
アが優雅な空間です。

城山の森を望むフォレストビューのツインルーム。鹿
児島の自然をモチーフにしたカーペットやインテリア
が上質で心地よい空間を演出します。

◆「ホテルメイドフラワーパン」
　お1人様１本プレゼント
◆ホテルオリジナル
  「鹿の児島さんメモ帳」
　お1人１冊
　プレゼント

◆レイトアウト 12：00

特別プラン特典

クラブルームの
詳細はこちら

クラブルーム共通特典

朝食チョイス
○ザ ラウンジ カサブランカにてエグゼクティブブレックファーストorルームサービス

○ザ ラウンジ カサブランカ又はセラーＮにてカフェタイム・カクテルタイムの無料サービス※
○ウエルカムスイーツサービス　　　　　　   ○ターンダウンサービス
○ホテル内フィットネスジム施設利用無料　　　○レイトチェックアウト12：00　など

※店舗クローズの場合、ルームサービス対応となります。

東棟10F

裏面

※桜島ビューではありません。

※桜島ビューでは
　ありません。

※桜島ビューでは
　ありません。

※桜島ビューではありません。

◆1泊朝食付きプランもございます。お問い合わせください。

※土曜・祝前日は＋2,200円（税込）
　ジャパニーズガーデンスイートは＋4,400円（税込）


