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ウィスタリアンライフクラブから行くウィスタリアンライフクラブから行く

桜の名所特集桜の名所特集桜の名所特集
ご存知でしたか？

ウィスタリアンライフクラブの周辺には多くの桜の名所がございます。
この春オススメの桜スポットを施設毎にご紹介いたします♪
是非、各施設でご宿泊の上、お花見にお出かけください！

さくらの里の自慢はなんといっても10月頃から半年以上の期間に
渡って桜を見ることができること！約40種1500本の桜が順々に咲
き誇ります。また、敷地が広いためピクニックにも最適です。

【見　　頃】3月中旬～4月中旬（ソメイヨシノ）
【アクセス】WLC宇佐美より車で約36分

約200本の桜が咲く名所、熱海城。毎年3月～4月の期間中は「さくら
祭り」が開催され、露天やカラオケ大会で盛り上がります。天守閣（有
料）に登れば、晴れた日には初島、大島を一望することができます。

【見　　頃】3月下旬～4月上旬
【アクセス】WLC熱海より車で約12分

堤沿いに約120本のソメイヨシノが咲き誇ります。そんな宮城野早川
堤の桜の醍醐味はやっぱり夜桜！期間中はライトアップされ、美しく
艶やかな夜桜を楽しむことができます。

【見　　頃】4月上旬～4月中旬
【アクセス】WLCヴェルデの森より車で約12分

少し距離はありますが、車山高原の周辺で桜といえば外せないの
が「高遠城址公園」です。長野県天然記念物の指定を受けたコヒガ
ンザクラの樹林を含む、約1500株が咲き乱れる景色は圧巻です。

【見　　頃】4月上旬～4月下旬
【アクセス】WLCプロミネント車山高原より車で約80分

プロミネント車山高原　　高遠城址公園

言わずとしれた桜の名所100選にも選ばれている「臥龍公園」。園内
には約600本の桜が植えられています。夜にはライトアップされた桜
が竜ヶ池に映し出され、幻想的な景色が広がります。

城山公園からは桜の花びらと、鳥羽湾の景色を同時に見ることがで
きます。淡いピンク色と青い景色のコントラストに心癒されること間
違いありません。

【見　　頃】3月下旬～4月上旬
【アクセス】WLC鳥羽より車で約12分

【見　　頃】4月中旬～4月下旬
【アクセス】WLC野尻湖より車で約60分

野尻湖　　臥龍公園

鳥羽　　城山公園（鳥羽城跡）ヴェルデの森　　宮城野早川堤

熱海　　熱海城

約200本の桜が咲く名所、熱海城。毎年3月～4月の期間中は「さくら
祭り」が開催され、露天やカラオケ大会で盛り上がります。天守閣（有
料）に登れば、晴れた日には初島、大島を一望することができます。

頃】3月下旬～4月上旬
ス】WLC熱海より車で約12分

堤沿いに約120本のソメイヨシノが咲き誇ります。そんな宮城野早川
堤の桜の醍醐味はやっぱり夜桜！期間中はライトアップされ、美しく
艶やかな夜桜を楽しむことができます。

頃】4月上旬～4月中旬
ス】WLCヴェルデの森より車で約12分

プロミネント車山高原　　高遠城址公園

言わずとしれた桜の名所100選にも選ばれている「臥龍公園」。園内
には約600本の桜が植えられています。夜にはライトアップされた桜
が竜ヶ池に映し出され、幻想的な景色が広がります。

城山公園からは桜の花びらと、鳥羽湾の景色を同時に見ることがで
きます。淡いピンク色と青い景色のコントラストに心癒されること間
違いありません。

【見　 頃】3月下旬～4月上旬
【アクセス】WLC鳥羽より車で約12分

【見　 頃】4月中旬～4月下旬
【アクセス】WLC野尻湖より車で約60分

野尻湖　　臥龍公園

鳥羽　　城山公園（鳥羽城跡）ヴェルデの森　　宮城野早川堤

熱海　　熱海城

宇佐美　　さくらの里
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期 間 通年（除外日：特定期間）
料 金 1泊2食／おひとり様  10,900円（サービス料・税金込）

２食付のお得なプランです。
旬の食材を取り入れた、調理長自慢の料理の数々をお楽しみください。
あわびがお一人様につき一杯付きます！

グルメプラングルメプラン 1泊2食付

期 間 通年（除外日：特定期間）
料 金 1泊2食／おひとり様（サービス料・税金込）  

11,600円

幹事様にとってもやさしいプラン♪ご家族やグループなどで存分にカラ
オケをお楽しみいただけるプランです。ワンドリンクも付いてお得です！

カラオケプランカラオケプランカラオケプラン 1泊2食付

期 間
料 金

２食付のお得なプランです。
旬の食材を取り入れた、調理長自慢の料理の数々をお楽しみください。
あわびがお一人様につき一杯付きます！

※特定期間と施設指定日は20食限定となります。
※相互利用の場合1,000円増しとなります。
※２・３泊目の料金は専用・相互利用ともに10,100円となります。

※8名様以上でご予約をお願いいたします。
※相互利用の場合、1,000円増しとなります。

❶夕食時、ワンドリンクサービス
カラオケ2時間サービス
記念集合写真撮影（お一人様1枚）

❶

特 典特 典特 典

大庭園風呂が自慢の森の湯で箱根の温泉を満喫していただけます。

「森の湯｣利用券付き温泉満喫プラン「森の湯｣利用券付き温泉満喫プラン「森の湯｣利用券付き温泉満喫プラン 1泊2食付

❶森の湯1日利用券
❷タオル付き特 典
❶
❷特 典特 典特 典特 典

「ユネッサン」パスポート付きプラン「ユネッサン」パスポート付きプラン「ユネッサン」パスポート付きプラン 1泊2食付

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※８月は上記料金に大人+1,000円、小学生・幼児
　+300円となります。　※1日パスポート（引換券）はヴェルデの森にてお渡しいたしますので、
　ユネッサンへ行かれる前にお立ち寄りください。

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※８月は上記料金に大人+1,000円、小学生・幼児
　+300円となります。　※1日パスポート（引換券）はヴェルデの森にてお渡しいたしますので、
　ユネッサンへ行かれる前にお立ち寄りください。

1泊2食とユネッサン1日パスポートがセットになったお得なプランです♪
水着で遊べるユネッサン＆大庭園風呂が自慢の森の湯で箱根の湯を満喫
しませんか？

❶ユネッサン1日パスポート（水着ゾーン・森の湯共通）
❷館内着・タオル レンタル無料

1泊2食とユネッサン1日パスポートがセットになったお得なプランです♪
水着で遊べるユネッサン＆大庭園風呂が自慢の森の湯で箱根の湯を満喫
しませんか？
期 間 通年（除外日：12/31～1/3）
料 金 1泊2食付／おひとり様（サービス料・税金込）

大　人 12,900円　　　小学生 9,900円　　　幼　児  7,300円

通年（除外日：12/31～1/3）
1泊2食付／おひとり様（サービス料・税金込）
大　人 12,900円　　　小学生 9,900円　　　幼　児  7,300円
❶ユネッサン1日パスポート（水着ゾーン・森の湯共通）
館内着・タオル レンタル無料特 典

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※８月は上記料金に大人+1,000円、小学生・幼児※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※８月は上記料金に大人+1,000円、小学生・幼児※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※８月は上記料金に大人+1,000円、小学生・幼児

❶ユネッサン1日パスポート（水着ゾーン・森の湯共通）
❷館内着・タオル レンタル無料

大　人大　人大　人大　人
❶ユネッサン1日パスポート（水着ゾーン・森の湯共通）❶❶ユネッサン1日パスポート（水着ゾーン・森の湯共通）❶❶

特 典特 典特 典特 典

「箱根美術館」入館券付きプラン「箱根美術館」入館券付きプラン「箱根美術館」入館券付きプラン 1泊2食付

箱根美術館入館券箱根美術館入館券特 典特 典特 典

ウィスタリアンライフクラブ　ヴェルデの森 Tel. 0460-82-2266

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※1日利用券（引換券）はヴェルデの
　森にてお渡しいたしますので、森の湯へ行かれる前にお立ち寄りください。

期 間 通年（除外日：12/31～1/3）
料 金 1泊2食付／おひとり様

（サービス料・税金込）

大　人 12,500円
小学生    9,500円
幼　児    6,900円

グルメプラン

ご夕食・ご朝食・ご昼食と3食付いたお得なプランです。
会議室で研修・会議のあとは、箱根の温泉とお料理でくつろぎませんか？

研修プラン研修プラン研修プラン 1泊3食付

※相互利用の場合1,000円増しとなります。
※通常の1泊2食に加え、会議室利用料および昼食1回が料金に含まれております。
※10名様以上でご予約をお願いいたします。

期 間 平成29年4月1日（土）～通年（除外日：特定期間）
料 金 1泊3食／おひとり様 12,800円（サービス料・税金込） 

❶会議室ご利用代金サービス
❷ご昼食付き（1回）
❸会議中コーヒー1杯サービス（セルフ式）

期 間 ～平成29年12月29日（金）まで（除外日：特定期間）
料 金 1泊2食／おひとり様  12,200円（サービス料・税金込）

四季折々の雄大な自然が楽しめる箱根。その大自然をいかして開館
した国内ではじめての野外美術館（オープンエアーミュージアム）で、
芸術とふれあいませんか。

「彫刻の森美術館」入館券付きプラン「彫刻の森美術館」入館券付きプラン「彫刻の森美術館」入館券付きプラン

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※入館券（引換券）はヴェルデの森にてお渡しい
　たしますので、美術館へ行かれる前にお立ち寄りください。
※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※入館券（引換券）はヴェルデの森にてお渡しい
　たしますので、美術館へ行かれる前にお立ち寄りください。

1泊2食付

彫刻の森美術館入場券彫刻の森美術館入場券特 典 彫刻の森美術館入場券彫刻の森美術館入場券彫刻の森美術館入場券彫刻の森美術館入場券彫刻の森美術館入場券彫刻の森美術館入場券特 典特 典特 典特 典

期 間
料 金 1泊2食／おひとり様  11,600円

（サービス料・税金込）

箱根で最も古い美術館で、鎌倉・室町時代に製作された力強く重厚な
六古壺や甕などを中心に縄文時代の土器から江戸時代の作品まで
「日本のやきもの」を常設展示しています。

～平成29年12月29日（金）

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※入館
　券（引換券）はヴェルデの森にてお渡しいたします
　ので、美術館へ行かれる前にお立ち寄りください。

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※入館
　券（引換券）はヴェルデの森にてお渡しいたします
　ので、美術館へ行かれる前にお立ち寄りください。

箱根で最も古い美術館で、鎌倉・室町時代に製作された力強く重厚な
六古壺や甕などを中心に縄文時代の土器から江戸時代の作品まで
「日本のやきもの」を常設展示しています。

1泊2食／おひとり様  11,600円
（サービス料・税金込）

～平成29年12月29日（金）

湖水まつり花火納涼船湖水まつり花火納涼船湖水まつり花火納涼船 1泊2食付

期 間
料 金

15,300 13,000
1泊2食付／おひとり様（サービス料・税金込）
大　人 15,300円　　子　供 13,000円

平成29年7月31日（月）

「成川美術館」入館券付きプラン「成川美術館」入館券付きプラン「成川美術館」入館券付きプラン 1泊2食付

成川美術館入館券成川美術館入館券成川美術館入館券成川美術館入館券成川美術館入館券成川美術館入館券成川美術館入館券特 典特 典特 典

期 間
料 金 1泊2食／おひとり様  12,000円

（サービス料・税金込）

～平成29年12月29日（金）

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※入館
　券（引換券）はヴェルデの森にてお渡しいたします
　ので、美術館へ行かれる前にお立ち寄りください。

※相互利用の場合1,000円増しとなります。　※入館
　券（引換券）はヴェルデの森にてお渡しいたします
　ので、美術館へ行かれる前にお立ち寄りください。

翡翠や象牙をはじめとした中国の美術品を多く所蔵しています。収蔵品
は約4,000点。年4回の企画ではそれぞれのテーマに沿った美術品の展
示を行っています。また、美術館から眺める芦ノ湖の風景は圧巻です。

翡翠や象牙をはじめとした中国の美術品を多く所蔵しています。収蔵品
は約4,000点。年4回の企画ではそれぞれのテーマに沿った美術品の展
示を行っています。また、美術館から眺める芦ノ湖の風景は圧巻です。

1泊2食／おひとり様  12,000円
（サービス料・税金込）

～平成29年12月29日（金）

ご夕食・ご朝食・ご昼食と3食付いたお得なプランです。
会議室で研修・会議のあとは、箱根の温泉とお料理でくつろぎませんか？

※相互利用の場合1,000円増しとなります。
※通常の1泊2食に加え、会議室利用料および昼食1回が料金に含まれております。※通常の1泊2食に加え、会議室利用料および昼食1回が料金に含まれております。※通常の1泊2食に加え、会議室利用料および昼食1回が料金に含まれております。
※10名様以上でご予約をお願いいたします。

期 間 平成29年4月1日（土）～通年（除外日：特定期間）
料 金 1泊3食／おひとり様 12,800円（サービス料・税金込）

❶会議室ご利用代金サービス
❷ご昼食付き（1回）
❸会議中コーヒー1杯サービス（セルフ式）

❶
❷
❸

納涼船プラン共通のご案内

・定員70名（最小催行人数：20名）
・当日のスケジュール
　イベント出発／18:15（ホテルロビー）
　当日は少し早めのご夕食をヴェルデの森にてお召し上がりいただき、
　その後バスにて観光船乗り場へご案内いたします。

毎年恒例の芦ノ湖花火ウィーク。
代々箱根神社で行われてきた祭事に、より多くの人々に参加してもらいたいとの想いから、
約30年前より花火大会が催されています。
そんな花火大会を芦ノ湖名物「海賊船」の上で観賞する贅沢なプランです。
湖上で輝く打上げ＆水中花火は圧巻です！

島写真館提供

料理イメージ



ウィスタリアンライフクラブ　熱　海 Tel. 0557-82-2053
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期 間 平成29年3月1日（水）～7月31日（月）
料 金 1泊素泊り／おひとり様（サービス料・税金込）

大　人 4,800円　　　小学生以下 4,300円

ご宿泊と、ユネッサン(水着ゾーンのみ）の入場券をセットにいたしま
した。大人気の水着ゾーンでたっぷり遊んだ後は、静かなWLC箱根
でゆっくりとおくつろぎください。大人も子どもも楽しめるとってもお
得なプランです。

ユネッサンで遊んで泊まろうプランユネッサンで遊んで泊まろうプラン 素泊り

料理イメージ

本年は酉年！
ご自身のお好きな色やイラストで、色とりどりに彩った手作りの鳥笛
（バードコール）を作り、野鳥を呼んでみよう！

バードコール（鳥笛）手作り教室バードコール（鳥笛）手作り教室バードコール（鳥笛）手作り教室

お飲み物付お飲み物付

❶ユネッサン1日入場券（水着ゾーンのみ）
❷館内着・タオル付き

大　人

❶
❷

ウィスタリアンライフクラブ　箱  根 Tel. 0460-82-4453

期 日 平成29年8月6日（日）15：00～17：00　

会 場 プール跡広場

参加費 大人子供共 1,000円
（飲み物付）

「お部屋でもっとゆっくりしたい。」そんなオーナー様のご要望にお応えした
プランです。通常10時のチェックアウトが正午12時までの延長となります。

紫陽花プラン紫陽花プラン紫陽花プラン 素泊りユネッサンで遊んで泊まろうプラン

ぷち もっと「WLC箱根」のことを知ろう!

情報情報 客室簡易金庫の設置
（平成28年12月）
各お部屋に簡易金庫を
設置いたしました。

客室内線電話の交換
（平成28年11月）
各お部屋の内線用電話機を
新しいものに交換いたしました。

客室簡易金庫の設置
（平成28年12月）
各お部屋に簡易金庫を
設置いたしました。
各お部屋に簡易金庫を

期 間 平成29年6月1日（木）～6月30日（金）
料 金 1泊素泊り／おひとり様（サービス料・税金込）

大　人 ～ 幼　児 3,024円
チェックアウト延長サービス
（12：00まで）
チェックアウト延長サービス
（12：00まで）

平成29年6月1日（木）～6月30日（金）
1泊素泊り／おひとり様（サービス料・税金込）
大　人 ～ 幼　児 3,024円
チェックアウト延長サービス
（12：00まで）

期 間 通年（除外日：12/31～1/3）
料 金 1泊2食／おひとり様  

12,000円（サービス料・税金込）

夕食メニューをグレードアップしたプラン。調理長こだわりの料理をお
召し上がりください。あわびがお一人様につき一杯付きます！

グルメプラングルメプラン 1泊2食付グルメプラン

期 間 通年（除外日：特定期間、花火開催日、7/14～8/31）
料 金 1泊2食／おひとり様  7,600円（サービス料・税金込）
対 象 平日のご連泊時（2泊目以降）

２泊目以降にご利用いただける軽めのご夕食をご用意致しました。
メインのお料理を、刺身・煮魚・肉料理・天ぷらよりお選びいただけ
ます。

【平日限定】連泊御膳プラン【平日限定】連泊御膳プラン 1泊2食付【平日限定】連泊御膳プラン

期 間 ～平成29年7月13日(木)迄（除外日：休前日、特定期間、花火開催日）
料 金 1泊2食／おひとり様  9,900円（サービス料・税金込）

ゆっくりとお寛ぎいただけるプランをご用意致しました。

1泊2食付ゆったりステイプランゆったりステイプランゆったりステイプラン

❶24時間ステイ
❷季節の和菓子をご用意
❶
❷

1泊2食／おひとり様  9,900円（サービス料・税金込）

季節の和菓子をご用意

料理イメージ（天ぷら盛合せ）

料理イメージ（ポークとチキンのグリル）

料理イメージ

イメージ
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平成２９年　熱海海上花火大会
春－20:20～20:45 　3/11（土）・4/15（土）・5/13（土）・6/10（土）
夏－20:20～20:50 　7/23（日）・7/28（金）
　　　　　　　　　　　8/5（土）・8/8（火）・8/18（金）・8/20（日）・8/24（木）
秋－20:20～20:45 　9/18（月祝）・10/9（月祝）・11/12（日）
冬－20:20～20:45 　12/10(日）・12/17（日）
会場／熱海湾（熱海港7.5m岸壁～海釣り施設）　※雨天決行

※1泊目を2食付でご利用いただいた場合に限ります。

 メインを以下の4種からお選びいただけます。 メインを以下の4種からお選びいただけます。
・お刺身の盛合せ　　・魚の煮付け
・天ぷらの盛合せ　　・ポークとチキンのグリル

※7/23、7/28、8/5、8/8、12/10、12/17は、特定期間となります。※7/23、7/28、8/5、8/8、12/10、12/17は、特定期間となります。



ウィスタリアンライフクラブ　熱　海 Tel. 0557-82-2053
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期 間 通年（除外日：12/31～1/3）
料 金 1泊2食／おひとり様  12,000円

（サービス料・税金込）

夕食メニューを「旅上手プラン」からグレードアップしたプラン。調理長
こだわりの料理をお召し上がりください。もちろん、あわびがお一人様
につき一杯付きます！

グルメプラングルメプラン 1泊2食付グルメプラン
WLC宇佐美自慢の料理と温泉を楽しめる1泊2食付の定番プラン。あわ
びがお一人様につき一杯付きます！

旅上手プラン旅上手プラン 1泊2食付旅上手プラン

期 間 通年（除外日：特定期間）
料 金 2泊5食／おひとり様  19,000円（サービス料・税金込）

オーナー様よりリクエストの多かった昼食付きのお得な連泊プランです。
日ごろの生活を忘れ、温泉に浸かりながらゆっくりとお過ごし頂けます。

2泊5食付ゆったり連泊プランゆったり連泊プランゆったり連泊プラン

❶12時チェックイン
❷12時チェックアウト特 典
❶
❷特 典特 典特 典特 典

料理イメージ 料理イメージ
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例年、11月に設けておりましたウィスタリアンライフクラブ熱海における休館日につきまして、
本年より下記のとおり設定時期を変更いたします。予めご承知くださいます様、お願い申し上げます。

昨年まで：11月 ➡ 本年より：5月

休館日の時期変更について

※2017年は5月15日（月）～17日（水）

周辺イベント情報

熱海梅園　第73回梅まつり
期 間 ～平成29年3月5日(日)迄（開催中）
入園料 WLC熱海ご宿泊者様は100円（宿泊証明書の提示が必要です）

早咲き→中咲き→遅咲きと順番に開花していくので、お祭り期
間中充分に梅をお楽しみ頂けます。 
期間中は、園内に足湯やお土産店もオープンしています。
※「宿泊証明書」につきましては、WLC熱海までお問合せください。

来宮神社
熱海こがし祭り（例大祭）
期 間 平成29年7月15日（土）・16日（日）

熱海で最も盛大な催しとして知られているのが
「熱海こがし祭り」です。このお祭りは来宮神社
の例大祭の一環です。特に、15日、16日に行わ
れる「山車コンクール」は国道135号を交通規制
して行なわれ、一見の価値があるイベントです。

サンビーチ前お宮緑地 ジャカランダの開花熱海梅園　第73回梅まつり

来宮神社
熱海こがし祭り（例大祭）

サンビーチ前お宮緑地 ジャカランダの開花熱海梅園　第73回梅まつり

来宮神社
熱海こがし祭り（例大祭）

サンビーチ前お宮緑地 ジャカランダの開花
期 間 例年、見ごろは６月上旬より

東海岸町のサンビーチ前に広がる「お宮緑地」他、「親水公園」
前など計106本のジャカランダが咲き乱れます。
熱海でのジャカランダのはじまりは1990年（平成2年）。国際姉
妹都市であるポルト
ガルのカスカイス市
から贈られた2本の
木から。世界三大花
木の一つで、いまで
は熱海の初夏を告げ
る花となりました。

ぷち もっと「WLC宇佐美」のことを知ろう!

情報情報 和洋室の一部に高座椅子を導入しました。

ウィスタリアンライフクラブウィスタリアンライフクラブ 熱　海熱　海 Tel. 0557-82-2053 ウィスタリアンライフクラブ　宇佐美 Tel. 0557-47-2661

（除外日：12/31～1/3）

1泊2食／おひとり様  12,000円

夕食メニューを「旅上手プラン」からグレードアップしたプラン。調理長
こだわりの料理をお召し上がりください。もちろん、あわびがお一人様

WLC宇佐美自慢の料理と温泉を楽しめる1泊2食付の定番プラン。あわ
びがお一人様につき一杯付きます！

旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン
WLC宇佐美自慢の料理と温泉を楽しめる1泊2食付の定番プラン。あわ
びがお一人様につき一杯付きます！

旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン

本館和洋室３部屋および新館和洋室６部屋の和室部分に
イス２脚を導入しました。
畳が苦手な方にご好評いただいております。

※ご利用をご希望される場合はご予約時にお申し付けください。
※予約状況等によりご希望に沿えない場合がございます。

期 間
料 金

通年（除外日：12/31～1/3）
1泊2食／おひとり様
9,700円（サービス料・税金込）

昼食付昼食付



期 間 通年（除外日：特定期間）
料 金
1泊素泊り／おひとり様（サービス料・税金込）
大人 5,250円　    シニア     5,050円　小学生 4,150円　幼児 3,600円
1泊 朝食／おひとり様（サービス料・税金込）
大人 6,800円　     シニア     6,600円　小学生 5,700円　幼児 4,400円
1泊2食／おひとり様（サービス料・税金込）
大人 12,350円　シニア 12,150円　小学生 8,680円　幼児 6,200円

人気の鳥羽水族館入場券つき宿泊プランを3パターンご用意いたしまし
た。また、今回はシニア（65歳以上）の方の入場券も新たにご用意！
ご家族やグループでご利用ください。

鳥羽水族館入場券つき宿泊プラン鳥羽水族館入場券つき宿泊プラン 1泊0～2食付鳥羽水族館入場券つき宿泊プラン
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ぷち もっと「WLC鳥羽」のことを知ろう!

情報情報

ウィスタリアンライフクラブ　宇佐美 Tel. 0557-47-2661

WLC鳥羽自慢の料理を楽しめる1泊2食付の定番プラン。あわびがお
一人様につき一杯付きます！

旅上手プラン旅上手プラン 1泊2食付旅上手プラン

料理イメージ

円

WLC鳥羽自慢の料理を楽しめる1泊2食付の定番プラン。あわびがお
一人様につき一杯付きます！

旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン
WLC鳥羽自慢の料理を楽しめる1泊2食付の定番プラン。あわびがお
一人様につき一杯付きます！

旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン

期 間
料 金

通年（除外日：12/31～1/3）
1泊2食／おひとり様
9,700円
（サービス料・税金込）

イベント情報

期 間 平成29年6月20日（火）～7月7日（金）
料 金 無料

七夕にちなんだ言葉や絵・願い事を短冊に書いてみませんか？折り紙
もご用意しておりますので、折鶴や神衣などを折って笹に飾り
彦星・織姫に宇佐美の地より自分の願い事をお祈りしましょう。

期 間 平成29年2月15日（水）～3月3日（金）
料 金 無料

期間中、ご宿泊の女性限定で「桜キャンディー」をプレゼント♪

２～４月２～４月

期 間 平成29年6月20日（火）～7月7日（金）
料 金 無料

７月７月

イベント情報

期 間 平成29年2月15日（水）～3月3日（金）
料 金 無料

３月３月

期 間 平成29年2月1日（水）～4月9日（日）
料 金 無料

期間中、ご宿泊のお客様でご希望の方に、お部屋でお召し上がりいた
だける個包装の「さくら茶」のもとをフロントにてお渡しいたします。

「さくら茶」サービス ひな祭り「桜キャンディー」サービス

七夕に願いを

期 日 平成29年3月8日（水） 15:00～

現在、WLC宇佐美におきまして、WLC宇佐美共同所有者会とWLC宇佐
美II共同所有者会の共同事業によるエントランスのスロープ設置工事
を行っております。
このスロープの完成を記念して、
除幕式を上記日程にて執り行い
ます。

玄関前スロープ除幕式

「さくら茶」サービス ひな祭り「桜キャンディー」サービス

七夕に願いを

玄関前スロープ除幕式

「さくら茶」サービス ひな祭り「桜キャンディー」サービス

七夕に願いを

玄関前スロープ除幕式
七夕にちなんだ言葉や絵・願い事を短冊に書いてみませんか？折り紙

だける個包装の「さくら茶」のもとをフロントにてお渡しいたします。

玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式玄関前スロープ除幕式

ウィスタリアンライフクラブ 宇佐美 Tel. 0557-47-2661 ウィスタリアンライフクラブ　鳥　羽 Tel. 0599-26-4821

※大人およびシニアの方のお食事は同じメニューとなります
※シニア料金は65歳以上の方が対象です

夕食メニューを「旅上手プラン」からグレードアップしたプラン。調理長
こだわりの料理をお召し上がりください。もちろん、あわびがお一人様
につき一杯付きます！

グルメプラングルメプラン 1泊2食付グルメプラン

期 間 通年（除外日：12/31～1/3）
料 金 1泊2食／おひとり様

12,000円
（サービス料・税金込）

料理イメージ

旅上手プラン 2旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン旅上手プラン

夕食メニューを「旅上手プラン」からグレードアップしたプラン。調理長
こだわりの料理をお召し上がりください。もちろん、あわびがお一人様
につき一杯付きます！

期 間 通年（除外日：12/31～1/3）（除外日：12/31～1/3）

料 金 1泊2食／おひとり様
12,000円
（サービス料・税金込）

料理イメージ
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レストラン天井補強工事
レストランでのご夕食提供開始にあわせ、建築基準法に準拠し、
レストラン内の天井耐震補強工事を実施いたしました。

客室内エアコン・給湯器取替工事
一部客室のエアコンおよび給湯器の取替工事を休館日
に実施いたしました。

完成予定日
平成29年2月15日（予定）

1月26日現在

ジュゴン

鳥羽水族館とは…
イルカやアシカ、ラッコなどの海獣類が多く、特に人魚伝説のモデルと
も言われるジュゴンを日本で唯一飼育している水族館でもあります。
その他にも約1,200種もの多種多様な生きものが暮らす、国内最大級
の水族館です。
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ウィスタリアンライフクラブ　鳥　羽 Tel. 0599-26-4821

当館料理長自慢の季節の食材を使用した料理をご堪能ください。

（春・夏）味覚プラン（1泊2食付）（春・夏）味覚プラン（1泊2食付） 1泊2食付（春・夏）味覚プラン（1泊2食付）

料理イメージ

期 間
料 金

平成29年3月～8月

国産牛を使用したしゃぶしゃぶはいかがでしょうか？

しゃぶしゃぶプランしゃぶしゃぶプラン 1泊2食付しゃぶしゃぶプラン

料理イメージ

期 間
料 金

通年
1泊2食／おひとり様
8,800円
（サービス料・税金込）

ウィスタリアンライフクラブ 鳥　羽 Tel. 0599-26-4821 ウィスタリアンライフクラブ　野 尻 湖 Tel. 026-255-5091

「全国菓子大博覧会」はお菓子の歴史と文化を後世に伝えるとともに、菓
子業界、関連産業の振興と地域の活性化に役立てるため、ほぼ4年に1度
開催されてきました。今回で27回目の開催となり、三重では初めてとなり
ます。1911年（明治44年）に東京で「第１回帝国菓子飴大品評会」として
始まり、東海エリアでは1977年静岡以来の40年ぶりの開催となる「第
27回全国菓子大博覧会・三重」にご期待ください。

日本最大のお菓子の祭典
開催期間:2017年4月21日（金）～5月14日（日）
開催会場:三重県営サンアリーナ及びその周辺

シンボル展示
歌川広重作　浮世絵「伊勢参宮　宮川の渡し」をモチーフに江戸時代の
お伊勢参りのにぎわいを巨大工芸菓子で表現。三重県内の和洋菓子職人
が匠の技を集結します。

お菓子の匠工芸館
全国の菓匠たちが伝統の技を駆使して作った、美しい工芸菓子を展示します。

・お菓子のテーマ館　　・お菓子にぎわい夢横丁
・全国お菓子夢の市　　・フードコート

公式キャラクター
いせわんこ

鳥羽湾の空と海を彩る海上の花火大会。鳥羽の夏の祭典はやはりこれ！
花火や遊覧船の光が水面に反射して幻想的な景色が楽しめます。
また、九鬼水軍太鼓の演奏・海上パレード等もあり，見どころ満載です。
※約5000発以上の花火が打ち上げられます（花火打上20：00～）

上記料金に、宿泊料は含まれておりません。

※会場まで、貸切バスでの送迎となります（約10分）。
※イベント参加費・日程はあくまで予定です。
　確定次第、ホームページ等でご案内いたします。

鳥羽みなとまつり

花火見物＆船上バーベキュー
鳥羽みなとまつり

花火見物＆船上バーベキュー
鳥羽みなとまつり

花火見物＆船上バーベキュー

開催日
平成29年7月21日（金）予定
出発17：00　ホテル帰着21：30予定　

夏イベント夏イベント夏イベント

料   金 イベント参加費（税金込）
大　人 11,000円
子　供    9,900円

定   員 30名様〔最小携行人数20名〕

GW、夏期、クリスマス等で毎回ご好評をいただいているイベント第4弾！
どこかに隠れている可愛いぬいぐるみを探して教えてね。
くじを引いて豪華商品をGETしよう♪
※次回はどんな格好で登場するか
　楽しみにしてくださいね！

開催日
平成29年4月28日（金）～5月6日（土）

イベントイベントイベントイベント
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料理イメージ・全国お菓子夢の市　　・フードコート・全国お菓子夢の市　　・フードコート
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【館内イベント】ぬいぐるみを探せ♪

雛祭り（ひなまつり）は、日本において、女子のすこやかな成長を祈る節句
の年中行事です。
1年を健やかに過ごしていただけるよ
う、気持ちですが宿泊されたお客様
（先着300名）に「ひなあられ（小袋）」
をお一人様につき1つプレゼント。

開催日
平成29年2月16日（木）～3月3日（金）

イベントイベントイベントイベント

先着300名様限定！「ひなあられ」プレゼント♪

【館内イベント】ぬいぐるみを探せ♪

先着300名様限定！「ひなあられ」プレゼント♪

【館内イベント】ぬいぐるみを探せ♪

先着300名様限定！「ひなあられ」プレゼント♪

近隣の温泉施設「むれ温泉 天狗の館」の入浴券がセットになったお得
なプランです♪ また、本プランでは大人の方１名様につき、お子様１名
様分のご朝食が無料となります！

むれ温泉 天狗の館入浴券付プランむれ温泉 天狗の館入浴券付プラン 1泊朝食付むれ温泉 天狗の館入浴券付プラン

期 間 平成29年3月1日（水）～8月31日（木）
（除外日：特定期間、温泉定休日「第3火曜日」）

料 金 1泊朝食／おひとり様  5,174円  ➡  4,800円（サービス料・税金込）

※送迎はございません

大人の方１名様につき、
幼児（3歳～未就学）までのお子様の朝食が無料
大人の方１名様につき、
幼児（3歳～未就学）までのお子様の朝食が無料

他にもご家族にオススメのアクティビティが多数ございます。
詳しくは“オーガニックリゾート”のホームページへ!!http://www.organic-resort.co.pj

他にもご家族にオススメのアクティビティが多数ございます。
詳しくは“オーガニックリゾート”のホームページへ!!http://www.organic-resort.co.pj

さわやかな高原の風を感じながらBBQはいかがですか？
バーベキューのセットを当館のテラスにご用意いたします。

高原でBBQプラン（1泊2食付）高原でBBQプラン（1泊2食付） 1泊2食付高原でBBQプラン（1泊2食付）

期 間 平成29年7月15日（土）～8月31日（木）
料 金 1泊2食／おひとり様  

8、800円
（サービス料・税金込）

※ご予約は2名様よりうけたまわります。
※１日５組限定となります。

1泊2食／おひとり様 8,800円
（サービス料・税金込）

料理イメージ

１日５組
 限 定



車山高原・蓼科八ヶ岳・美ヶ原高原を満喫！ 当ホテル内プール・ジャグ
ジーで体もリフレッシュ！

エンジョイプランエンジョイプラン 1泊2食付エンジョイプラン改装部屋の案内　　　改装部屋の案内　　　

今年も春休み＆夏休み期間には屋内プールの営業を行います。
是非、お子様とお越しください♪

プール営業の案内プール営業の案内
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ぷち もっと「WLC野尻湖」のことを知ろう!

情報情報

ご夕食のお時間を気にせずゆっくりと観光がしたい方おすすめの1泊
朝食付きプランです♪

1泊朝食付フリープランフリープランフリープラン

期 間 平成29年7月15日（土）～8月31日（木）（除外日：特定期間）
料 金 1泊2食／おひとり様（サービス料・税金込）

大　人 12,000円　　　小学生 7,500円

期 間 平成29年4月29日（土）～5月  7日（日）
　　　   ・7月22日（土）～8月20日（日）
営業時間 : 9：00～21：00

料 金 大 人  540円　　3歳～小学生まで  216円

さまざまな高山植物や360度の大パノラマ展望など雄大な自然が広
がり、手の届きそうな組と青い空がどこまでも続く車山高原。ここで
しか見られないとっておきの風景を楽しみに、ランチボックスを持っ
て出掛けませんか？

さまざまな高山植物や360度の大パノラマ展望など雄大な自然が広
がり、手の届きそうな組と青い空がどこまでも続く車山高原。ここで
しか見られないとっておきの風景を楽しみに、ランチボックスを持っ
て出掛けませんか？

ハイキングプランハイキングプラン 1泊2食付ハイキングプラン

期 間
料 金

平成29年4月22日（土）～11月上旬
1泊2食／おひとり様
10,540円（サービス料・税金込）

平成29年4月22日（土）～11月上旬
1泊2食／おひとり様
10,540円（サービス料・税金込）

ウィスタリアンライフクラブ　プロミネント車山高原 Tel. 0266-68-3770ウィスタリアンライフクラブ　野 尻 湖 Tel. 026-255-5091

14

３月もまだまだ滑れます！ワイドなゲレンデは初心者から上級者まで
に対応。標高が高いため雪質が良く、山頂から山麓まで安定したコン
ディションを保っています。

春まで滑ろう！スキープラン春まで滑ろう！スキープラン 1泊2食付春まで滑ろう！スキープラン

期 間 ～平成29年3月31日（金）
料 金 1泊2食／おひとり様（サービス料・税金込）

大　人 11,600円　　　小学生 8,600円
※土・休前日は上記料金に大人、小学生共に+500円となります。
※ご夕食はバイキングとなります
※スキー場営業日により期間が変更になる場合がございます

公共交通を利用して観光目的でお越しになった方は、当館までのタクシー料金に助成制度がご利用いただけます。

助成料金 初乗り料金分（1台につき助成券1枚有効）

運行区間 1. 黒姫駅 ～ 観光地
2. 黒姫駅 or 観光地 ⇔ 宿泊(滞在)地
3. 観光地間 等

運行会社 鳥居川観光タクシー(株)　TEL.026-255-3155
野尻湖タクシー(株)　　　TEL.026-258-2350

助成券発券場所 1. 黒姫駅
2. 信濃町観光案内所(黒姫駅内)
3. 信濃町総合情報センター(道の駅しなの内)
4. 一茶記念館
5. 黒姫童話館
6. 野尻湖ナウマンゾウ博物館 等

お問い合わせ先 信濃町役場 産業観光課 商工観光・癒しの森係
TEL.026-255-3114

「信濃町観光タクシー助成制度」のご案内

3. 信濃町総合情報センター(道の駅しなの内)

柏原
Kashiwabara

黒姫駅
Kurohime Station

黒姫高原
Kurohimekogen

野尻湖
Nojiriko

ウィスタリアンライフクラブ
野尻湖

タクシーで快適な信濃町時間を・・・

改装部屋の案内　　　改装部屋の案内　　　改装部屋の案内　　　改装部屋の案内　　　改装部屋の案内　　　

※ご予約状況によっては、客室の希望を承れない場合がございます。

平成28年12月
・ ベット入れ替え・ベットボード取り付け・カーテン・畳表替えを
　行いました（２階客室）
平成28年12月
・ 畳の表替えを行いました（3階客室）
平成28年12月
・ 廊下絨毯クリーニングおよび階段のワックスがけを行いました
平成29年1月
・ フットスロー（布団）の取替えを行いました（3階客室）

❶車山高原リフト往復券
❷ウエルカムドリンク
❸プール無料券
❹売店10%割引券

❶
❷
❸
❹

❶車山高原スキー場リフト1日券
❷売店10％割引券
❸レンタルスキー割引券
❹レンデまで送迎サービス

❶❶❶
❷❷❷
❸❸❸
❹❹❹

※ご夕食はバイキングとなります。

期 間
料 金

通年（除外日：特定期間）
1泊朝食／おひとり様
大　人     5,040円
小　人    4,540円
（サービス料・税金込）

当館２階（禁煙ルーム）の寝具類、ベッドボード、カーテン、
ナイトテーブル、畳をリニューアルいたしました!
また、3階の一部客室についても畳とベッドスプレッドを
交換いたしました!
是非、より快適になった当館へお越しください。
また、改装部屋でのご宿泊希望の旨を
ご予約時にお申し付けください。



ご利用のご案内ご利用のご案内

特定期間宿泊予約抽選について
ヴェルデの森・箱根・熱海・宇佐美・鳥羽・野尻湖の宿泊予約抽選の
応募を下記の日程で行ないますので、ご希望のオーナー様は所定の
応募ハガキにてお申し込み下さいますよう、お願い申しあげます。

プロミネント車山高原・宿泊券発送について
プロミネント車山高原のオーナー様あてに、平成29年3月～平成30年2
月分の宿泊券を2月上旬に発送（予定）いたします。
お手元に届かない場合は、藤田グリーン・サービス（株）管理運営部（電
話03-6858-3503）までご連絡ください。

ウィスタリアンライフクラブ宿泊券発送について
ヴェルデの森・箱根・熱海・宇佐美・鳥羽・野尻湖のオーナー様へ、平
成29年7月～平成30年6月分宿泊券を4月中旬に発送（予定）いたしま
す。宿泊券発送先のご住所に変更がある場合はお手数ですが藤田グ
リーン・サービス（株）管理運営部までご連絡をお願いいたします。
また、本年上期分（昨年12月ご請求分）までの管理費等のご入金が確
認できない場合、利用規定に伴い宿泊券の発行ができませんので、予
めご了承ください。

夏期特定期間宿泊予約登録(抽選)について
ヴェルデの森・箱根・熱海・宇佐美・鳥羽・野尻湖の夏期特定期間の
応募が5月1日（月）より始まります。詳しい内容、および応募ハガキ
は4月中旬発送（予定）の宿泊券に同封いたしますのでご確認くださ
い。応募締切日（必着）までにご応募いただきます様お願いします。

平成29年ゴールデンウィーク抽選のご案内
応募期間 平成29年2月1日（水）～2月15日（水）
結果発表 平成29年2月下旬予定
※相互利用・追加利用のお申し込みは3月1日（水）10：00～より
　各クラブで承ります。
プロミネント車山高原につきましては、タイムシェア対象のオーナー様あ
てに確認のハガキを平成29年2月上旬に送付いたします。申し込み締切
日までにまでに返送をお願いいたします。

プロミネント車山高原の特定期間（タイムシェア）
宿泊予約受付開始は、宿泊希望日の4週間前からとなります。
※特定期間（タイムシェア）以外は1年前から予約を承ります。

　　〒105-0014 東京都港区芝一丁目14番4号 芝桝田ビル3階　Tel. 03-6858-3503
info@wlc-fujita.co.jp http://www.wlc-fujita.co.jp/

ウィスタリアンライフクラブ　ヴェルデの森
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1274 　　Tel. 0460-82-2266

ウィスタリアンライフクラブ　箱 根
神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷491-1 　　Tel. 0460-82-4453

ウィスタリアンライフクラブ　熱 海
静岡県熱海市東海岸町14-26  　　Tel. 0557-82-2053

ウィスタリアンライフクラブ　宇佐美
静岡県伊東市宇佐美3242-225  　　Tel. 0557-47-2661

ウィスタリアンライフクラブ　鳥 羽
三重県鳥羽市安楽島町1045-17  　　Tel. 0599-26-4821

ウィスタリアンライフクラブ　野尻湖
長野県上水内郡信濃町富濃3960-18 　　Tel. 026-255-5091

ウィスタリアンライフクラブ　プロミネント車山高原
長野県茅野市北山3414  　　Tel. 0266-68-3770

会員権処分の勧誘にお気をつけください。CAUTION

　　　最近しつこい勧誘電話やダイレクトメールなどで「会員権の買
取」「下取り交換」の営業行為を行い、高額な手数料を要求し会員権を
引き取る業者がいるとオーナー様よりご報告をいただいております。
過去には、会員権の処分に困っているオーナー様に付け込み、他の会
員権との交換を甘言し、権利証を預かったままその名義変更や転移登
記の手続きを放置し、会社を計画的に倒産させてしまう悪質な手口の
業者がおりました。
オーナー様には、このような業者の甘言にくれぐれもご注意くださいま
すようご案内申し上げます。


