
 

ホテルご利用料金のご案内 

 

※表記の料金は全て消費税（10％）、サービス料が含まれております 

2019年 10月 1日以降の料金 料金 お子様寝具利用 

京都／箱根／有馬本館／有馬新館 

鎌倉／下呂／片山津／八ケ岳 

平 日 11,200円 
1,000円 

休前日 12,700円 

※お子様寝具利用料金は小学生以下の方が対象となっております。添い寝の場合は追加の料金はかかりません。 

※ルームチャージを通常客室でご利用の場合は、3名様目より、デラックスルームまたはスイートルームご利用の場合は、5名様目より 1名様につき 

エキストラチャージ（追加料金）として平日 2,600円、休前日 3,600円を別途申し受けます。 

 

 

 

 

※表記の料金は全て消費税（10％）、サービス料が含まれております 

2019年 10月 1日以降の料金 料金 お子様プラン 

京都／箱根／有馬本館／有馬新館 

鎌倉／下呂／片山津／八ケ岳 

あずみ野／滋 賀（ホテル・コテージ） 

ドギーズパーク滋賀 

平 日 12,800円～ 

4,500円 

休前日 13,900円～ 

※食事付お子様料金は小学生以下の方が対象となっております。（但し、お食事は小学 3年生以下の方へお勧めしております）尚、小学生以下の方でも 

   大人と同じ料理を召し上がる方に関しましては大人料金となります。 

※食事がご不要の小学生未満のお子様は、寝具利用料として全日 1,000円 を別途申し受けます。 

※1室 1名様でご利用の場合は、上記料金に平日 2,600円、休前日 3,600円 を別途申し受けます。（あずみ野温泉ホテルを除く） 

※滋賀コテージは 11名様以上でのご利用となります。10名様以下のご利用につきましてはホテルへお問い合わせください。 

※ドギーズパーク滋賀トレーラーハウスにつきましては、1棟につき維持管理協力金 550円を別途申し受けます。 

※上記の他お得なパックプランのご用意がございます。詳しくは各施設へお問い合わせいただくか各ホテルのホームページをご覧ください。 

 

 

【ワンちゃんと泊まれる宿  ドギーズパーク滋賀のご利用に際して】 ご利用の際には、下記書類をご持参ください。 

1. ウィルス性伝染病の予防ワクチン（５種以上の混合ワクチン）したことが証明できる書面の写し 

2. 狂犬病の予防注射を１年以内に接種したことが証明できる書面または市区町村発行による当該年度の「狂犬病予防注射済票」の写し 

 

 

 

 

 

 

ダイヤモンド滋賀カントリークラブご利用のご案内 

 

     ※表記の料金は全て消費税（10％）、諸費用が含まれております                  

2019年 10月 1日以降の料金 料金 ご紹介者 

ダイヤモンド滋賀 

カントリークラブ 

月・金（昼食付） 8,200円 9,200円 

火・木（昼食付） 8,900円 9,700円 

水（昼食付） 7,700円 8,700円 

土・日・祝（昼食別） 9,900円 18,800円 

※キャディー付をご希望される場合は、ハウスキャディーに限りがございますのでご予約時にお問い合わせください。 

※2組目以上はご紹介者料金となります。 

 

 

 

 

※表記の料金は全て消費税（10％）、サービス料が含まれております        

ホテル名 お部屋タイプ 平 日 休前日 備 考 

京都／箱根／有馬本館／有馬新館 

下呂／片山津／滋賀／あずみ野 
デラックスルーム 7,700円 9,200円 定員 5名 

あずみ野 トリプルルーム 2,600円 3,600円 定員 3名 

滋 賀 

スイートルーム 15,400円 18,400円 定員 5名 

ロイヤルスイート 23,100円 27,600円 定員 4名 

ゴルフ場側（3～5Ｆ） 1,300円 1,300円   - 

片山津 ワイドツイン 2,600円 3,600円 定員 3名 

八ケ岳 スイートルーム 15,400円 18,400円 定員 5名 

京 都 鴨川側（3～5Ｆ） 1,300円 1,300円 

 

箱 根 芦ノ湖側 2Ｆ 1,300円 1,300円 

鎌 倉 海 側（3～4Ｆ） 1,300円 1,300円 

下 呂 飛騨川側（3～4Ｆ） 1,300円 1,300円 

八ケ岳 アルプスビュー（7～8Ｆ） 1,300円 1,300円 

 

 

 

 

 

キャンセル料について 

※課税対象外となります 

ご利用対象施設 4日前 3日前～前日 当 日 

京都、箱根、有馬本館、有馬新館 

鎌倉、下呂、片山津、八ケ岳 

あずみ野、滋賀、ドギーズパーク滋賀 

無 料 
利用料金の 

50％ 

利用料金の 

100％ 

 

ご利用対象施設 平 日 土・日・祝 

ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 
当日のみ 

1名 2,000円 

6日前より 

1名 4,000円 

※特定期間のキャンセル料ならびに提携施設につきましては別途お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

共通事項                                                                          

■ ホテルチェックイン 15時から ／ ホテルチェックアウト 11時まで     ■ 延長料金 1時間につき 1,600円 

■ 各施設の定める特定期間（ゴールデンウィーク、夏季、年末年始、指定）につきましては、別途ご案内申し上げます。（提携施設を除く） 

■ 温泉引湯施設につきましては、別途入湯税を申し受けます。   ■京都ソサエティは京都市条例により別途宿泊税を申し受けます。 

 

ルームチャージ（素泊まり）／１室２名様ご利用時の１室料金 

１泊２食付／１室２名様ご利用時のお一人様料金 

■ お部屋タイプ別追加料金 【 1室あたり 】  ※2019 年 10月 1日より 

1 ラウンド・セルフプレー／お一人様料金 



 

電話ご予約受付開始日について 

 

ご利用対象施設 受付開始日（通常期） 電話番号 

オーナーズホテル 

ダイヤモンド 京都ソサエティ 

6 ヵ月前の当日より  

075-256-3247 

ダイヤモンド 箱根ソサエティ 0460-84-7455 

ダイヤモンド 有馬温泉ソサエティ本館 078-904-2235 

ダイヤモンド 有馬温泉ソサエティ新館 078-903-4000 

ダイヤモンド 鎌倉別邸ソサエティ 0467-25-6680 

ダイヤモンド 下呂温泉ソサエティ 0576-25-5781 

ダイヤモンド 片山津温泉ソサエティ 0761-74-3321 

ダイヤモンド 八ケ岳美術館ソサエティ 0551-38-4891 

メンバーズホテル 

ダイヤモンド あずみ野温泉ホテル 0263-83-2231 

ダイヤモンド  滋賀ホテル 0748-68-0211 

ダイヤモンド ドギーズパーク滋賀 0748-68-0211 

ゴルフ ダイヤモンド 滋賀カントリークラブ 1 ヵ月前の当日より  0748-68-0211 

グループホテル ダイヤモンド 瀬戸内マリンホテル ご利用料金含め お問い合わせください 0863-81-2111 

特定期間 全 施 設 電話でのご予約につきましては、通常受付となります 

 

 

 

 

 

STEP 1 
ご希望の施設とプランをお選びください。以下の内容をお伝えください。 

①代表者名 ②電話番号 ③ご利用日 ④人数 ⑤お部屋タイプ（和室・洋室） ⑥禁煙・喫煙 

STEP 2 

ご希望の施設に直接「お電話」または「インターネット」からご予約下さい。 

★ お電話予約の場合  受付時間／9：00～23：00   

 「会員番号（003-00051）」と「会員名（全福センター）」を係りにお申し付け下さい。 

★ インターネットからご予約の場合  公式ホームページはこちら www.diamond-s.co.jp 

  ダイヤモンドソサエティ公式 HPまたは QR コードを読み取り予約ページへ 

   1．ホテル名を選択 

   2．オンライン会員番号 ： ００３－０００５１－０１ 

   3．パスワード ： ６４７８３２ 

STEP 3 
ご利用当日、ホテルフロントにて 

このマークのあるＳＣの会員証、又は協定施設割引券をご提示ください。 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

お問い合わせ内容 連絡先 （平日 9：00～17：00） メールアドレス 

ご利用方法、ご利用実績について ホテル事業部 TEL：0120-877-117（番号 1） web-digipro@d-society.com 

 

 

2019年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ≪ 会員情報 ≫ 

会 員 名  全福センター 会 員番 号  003 － 00051 

ご利用範囲  

入 会 月   ご利用可能最終月  

 

ダイヤモンドソサエティ特別プラン 

～リゾート年間利用契約～ 

全福センター ご利用料金案内 

対象期間＜2019年 10月 1日～＞ 

■ ご予約方法 

専用サイト 
（ログインフリー） 


