
■客室改修工事のため、チェックイン17:00～/チェックアウト10:00に変更となります。ご了承ください。■料理画像はイメージです。

※新型コロナウイルス感染拡大状況によりレストランの臨時休業や営業時間が変更となる場合がございます。

お問い合わせ・ご予約

１人１泊当たり

（上限 :１泊１人当り5,000円）

旅行代金
50％OFF

最
大

さらに！飲食やおみやげで利用できる
お一人様2,000円相当の
今こそ鹿児島クーポン券

進呈！！

⇒
⇒ ⇒

鹿児島よかとこ再発見

今こそ城山の旅 宿泊
プラン

今こそ
の で鹿児島 旅』

『

さらに

城山ガーデンズ 水簾

 和洋中プラン選べるご夕食

ご夕食チョイス

3名1室桜島ビュートリプル 15,000円（16,500円）〈27㎡〉

通常価格 23,000円（25,300円）

スタンダードルーム 2・4名1室
※桜島眺望なし 16,000円（17,600円）〈25㎡～〉

通常価格 21,000円（23,100円）

季節の会席城山ガーデンズ水簾

広東料理 翡翠廳 中華コース
ザ ラウンジ カサブランカ 洋食コース

……………………………………

和食会席和食ダイニング
……………………………………

……………………………………

プラス 3,300円（税込）桜島ビュールーム（2・4名１室）のご利用は

アップグレードプラン選べるご夕食

３名1室桜島ビュートリプル 19,000円（20,900円）〈27㎡〉

通常価格 27,000円（29,700円）

スタンダードルーム 2・4名1室
※桜島眺望なし 20,000円（22,000円）〈25㎡～〉

通常価格 25,000円（27,500円）

プラス 3,300円（税込）桜島ビュールーム（2・4名１室）のご利用は

ご夕食チョイス

本格割烹会席割烹 思水 または 楽水

鉄板焼  楠 黒毛和牛ステーキコース 

フランス料理 ルシエル フルコース

……………………………………

……………………………………
フランス料理  ル シエルフランス料理  ル シエル

ガーデンレストラン ホルトガーデンレストラン ホルト

桜島ビュートリプル 3名1室 12,000円（13,200円）〈27㎡〉

通常価格 18,000円（19,800円）
〈25㎡～〉

スタンダードルーム 2・4名1室
※桜島眺望なし 13,000円（14,300円）

ビュッフェプランお得に宿泊

ガーデンレストラン ホルト 
 洋食ディナービュッフェ

…………………………ご夕食

プラス 2,200円（税込）シングルルーム（１名１室）のご利用は

通常価格 20,000円（22,000円）

開放的なテラス席を備えた、木の
ぬくもりのある上品なビュッフェレス
トランで、バラエティ豊かなメニュー
の数々をお楽しみいただけます。

❶かごしま文化ゾーンクーポンBOOK

ホテルメイドのパンやケーキ・
さつま揚げ、ホテルのオリジナルグッズ
のご購入にお使いいただけます。

❷ホテルメイドショップ500円券

❸夕食時ワンドリンク付き

＊1滞在につきお一人様１つ

詳細は
裏面で ホテル周辺のかごしま文化ゾーンの

観光施設やカフェなどをお得にご利
用いただけるクーポンBOOKです。
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《期間》2022年 3月14日（月）～3月31日（木）
◆土曜・休前日 はプラス4,400円（税込）

※コロナウイルス感染状況により事業の停止、販売期間の変更になる場合がございます。

■キャンセル料  ……  14日前～／30％、7日前～／40％、前日／50％、当日／80％、ノーショー／100％

※割引対象旅行商品を購入・利用される方は、ワクチン接種済証（2回）接種証明書又はPCR検査の陰性証明等が必要となります。



かごしま文化ゾーンクーポンBOOK
鹿児島市立美術館 かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

鹿児島県歴史資料センター
黎明館（御楼門）

鹿児島（鶴丸）城の本丸跡に建
ち、鹿児島の歴史と文化を学べ
ます。鹿児島県の官民が一体と
なって建設に取り組んだ「御楼
門」は、高さ・幅とも約20ｍあ
る日本最大級の城門で、黎明館
正面入口に復元されました。

地元関係作家、19世紀末以降
の西洋美術の作品を主として収
集、保存、展示しています。モネ
やピカソ、黒田清輝の作品など
を観ることができます。

■特別企画展
「生誕100年　山下清展」
本展覧会では、「日本の原風景」
と称される代表的な貼絵を中心
に 、独 特 の 手 法 で 描かれた 油
彩、水彩画、ペン画など約150点
を展示します。

【期間】2022年3月25日（金曜日）
　　　　　～5月5日（木曜日・祝日）
【特別企画展観覧料】
 ・一般・大学生 1,200円（前売 1,000円）
 ・小・中・高校生 600円（前売 500円）

【期間】2022年2月2日（水曜日）
　～3月28日（休館日：火曜日）
【観覧料】
 ・一般300円（前売240円）
 ・小・中学生 150円（前売 120円）

■海音寺潮五郎
生誕120年企画展「英雄たち」
直木賞作家・海音寺潮五郎は、
『西郷隆盛』などの日本の歴史小
説家として知られています。本展
では、海音寺が描いた中国の春
秋戦国時代から前漢までの各国
の魅力ある人物たちの生き方や人
生を、原稿や自筆ノートなどの貴
重な資料を通してご紹介します。「かごしま近代文学館」では、

鹿児島にゆかりの文学者や鹿
児島を舞台にした作品を多面
的に紹介。「メルヘン館」はミニ
アスレチックやトリックアートな
ど遊びながら童話や絵本の世
界を体感でき、お子様に人気。

クーポン BOOKご利用で
上記より２施設
お選びいただけます。

＊クーポンBOOKの券を
   ご利用いただけます。

イベント情報 イベント情報

＊常設展はクーポンBOOKの券を
　ご利用いただけます。

城山展望台から遊歩道を通って黎明
館まで降りるルートは春のお散歩に
最適。普段はあまり見られない城山の
森の雄大さを感じて下さい。

ぽかぽか春のお花を楽しみながら黎明
館・御楼門～西郷隆盛銅像前までの“歴
史と文化の道”散策もおすすめ。風情の
あるガス灯や水路に泳ぐ鯉も見どころ。

かごりんに乗ってサ
イクリングも気持ち
いい季節です。

天璋院篤姫銅像、
どこにあるかご存
じですか？？

SHIROYAMA HOTEL kagoshima  INFORMATION

ホテルの上層階を中心とした桜島ビューの客室が 2022 年 3 月 11 日にリニューアル工事を終え、「桜島ビュー
プレミアムフロア」としてオープン。お部屋のデザインは豊かな自然との調和を考えた色彩、時間を忘れゆっ
たりとくつろいでいただける家具の配置など上質な空間を提供します。プレミアムフロア専用の優待サービス
と特別感のあるルームアメニティも充実。ワンランク上の優雅な滞在をお過ごしください。

ゆとりの広さを確保し、ジオリゾートエレガンスをテーマに自然をイメージしたインテリア。
トリプル利用もでき、ファミリーでのご利用もおすすめ。

プレミアムツイン【53㎡】

足元から天井まである大きな窓から桜島・錦江湾、
市街地を一望、開放感あふれる空間。

デラックスツイン 【53㎡】

2022 年 3 月 
「桜島ビュー プレミアムフロア」誕生

桜島ビュー プレミアムフロア オープン記念宿泊プラン

日曜日は朝ヨガ＆温泉で心身共にリフレッシュ！

※３月・雨天時は室内での開催です。
※ヨガマット貸し出しあり。
※動きやすい服装をご用意ください。

すがすがしい朝に、モーニング
ヨガでエネルギーチャージ。
ヨガでカラダと心を整えた後は、
絶景露天温泉でゆったり
リフレッシュ！
充実した一日のはじまりを。

ウエルネス
朝ヨガ

日曜日は毎週

さつま乃湯
入浴付き ◉前日12 時迄の要予約

15 名定 員

クリスタルガーデンなど会 場

時 間 7:30 ～ 8:30
開催日 日曜日

宿泊の方は
無料

●【1 泊朝食付】ご宿泊料金 お一人様あたり
（サービス料込、消費税込、入湯税150円別）

プラン特典 ザ ラウンジ カサブランカでの コーヒー券付
期間：2022年3月11日～ 4月27日

プレミアムフロア専用
サービス・アメニティ

・レストラン（夕食）・カフェ・バー 20％割引

・ホテルメイドスイーツウエルカムサービス
・フィットネスジム利用無料
・「SHIROYAMA BEAR ハピィ」
・オーガニックアメニティ
　「NATURAL FOUNDATION」
・朝刊サービス

( 除外メニューあり )

27,500円 28,270円 29,810円

21,850円 22,620円 23,650円

28,270円 29,040円 30,580円

プレミアムツイン
（2名1室）

部屋タイプ

デラックスツイン
（2名1室）

プレミアムトリプル
（3名1室）

日～木 金 土
通常料金 37,400円 通常料金 38,500円

通常料金 38,500円 通常料金 39,600円 通常料金 41,800円

通常料金 40,700円

通常料金 29,330円 通常料金 30,430円 通常料金 31,900円

※画像はイメージです。

“ジオ・リゾート・エレガンス” をコンセプトに
豊かな自然と調和する上質な空間でくつろぎのひと時を

桜島ビュー
プレミアムフロア
詳細はこちら

期間限定の特別レートをご用意いたしました。
ぜひこの機会に桜島ビュープレミアムフロアの
滞在をご体験ください。

城山の自然に囲まれたカサブランカで
エグゼクティブブレックファーストを
優雅にお楽しみいただけます。

【朝食】
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