
Guest  Room Plan

客室見取り図



Villa Suite Terrace  /  ヴィラ スイート テラス

A　定員4名・114.5 ㎡ 
露天風呂（水盤）＋リビング
＋ダイニング＋寝室
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B　定員 4名・114.5 ㎡ 
露天風呂（水盤）＋リビング
＋ダイニング＋寝室

Villa Suite Terrace  /  ヴィラ スイート テラス



Villa Suite Premium  /  ヴィラ スイート プレミアム

G　定員4名・92㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ

H　定員4名・75㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ



J　定員 4名・76㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ

Villa Suite Premium  /  ヴィラ スイート プレミアム



Villa Suite  /  ヴィラ スイート

C　定員4名・61㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ

D　定員 4名・55㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ

E　定員 4名・56㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ



Villa Suite  /  ヴィラ スイート

F　定員4名・78㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ

I　定員 4名・57㎡ 
露天風呂＋リビング＋デッキ



109
定員 8名・54㎡ ・ベッド 4台
露天風呂付・和室 12畳 +10 畳 +15 畳

Classic Suite Imperial  /  クラシック スイート インペリアル



Classic Suite Premium  /  クラシック スイート プレミアム

105
定員 4名・48㎡ ・ベッド２台
露天風呂付・和洋室 10畳 +8 畳

106
定員 4名・54㎡ ・ベッド２台
露天風呂付・和洋室 8畳 +8畳 +6 畳



Classic Suite  /  クラシック スイート

201
定員 4名・46㎡ 
露天風呂付・和室 12畳 + 露天風呂 + デッキ

202
定員 4名・37㎡ 
露天風呂付・和室 10畳 +露天風呂 +デッキ

203
定員 4名・34㎡ 
露天風呂付・和室 10畳 +露天風呂 +デッキ



Classic A  /  クラシック Aタイプ

204
定員 4名・60㎡ 
和室 12.5 畳 +4.5 畳 +4.5 畳

205
定員 4名・44㎡ 
和室 10畳 +4.5 畳 +3 畳

207
定員 4名・54㎡ 
和室 10畳 +4.5 畳 +4.5 畳

206
定員 4名・44㎡ 
和室 10畳 +4.5 畳 +4.5 畳



303
定員４名・58㎡ ・ベッド２台
和洋室 10畳 +4.5 畳 + デッキ

304
定員４名・58㎡ ・ベッド２台
和洋室 10畳 +4.5 畳 + デッキ

305
定員４名・58㎡ ・ベッド２台
和洋室 10畳 +4.5 畳 + デッキ

302
定員４名・50㎡ ・ベッド２台
和洋室 10畳 +4.5 畳 + カウンター

Classic B  /  クラシック Bタイプ



Classic C  /  クラシック Cタイプ

104
定員 4 名・57㎡ ・ベッド２台
和洋室 12畳 +10 畳

108
定員 4名・49㎡ ・ベッド２台
和洋室 9畳 +リビング

107
定員 4名・49㎡ ・ベッド２台
和洋室 8畳 +7.5 畳

103
定員 4名・43㎡ ・ベッド２台
和洋室 12畳 +5 畳



301
定員 3名・40㎡ ・ベッド２台
和洋室 10畳 +カウンター

Classic D  /  クラシック Dタイプ

101
定員 3名・31㎡ 
和洋室 10畳

102
定員 3名・43㎡ ・ベッド２台
和洋室 12畳 +5 畳



The manor house  /  マナーハウス

401　定員 10名・175 ㎡ 
露天風呂＋キッチン＋リビング＋和室＋洋室

リビング 26㎡

キッチン 14㎡

カウンター
広縁

和室1 
10帖

和室2
12.5帖

半露天風呂

手洗 トイレ1
洋室
14㎡

ホール 玄関
洗場

和室3
10帖

クロー
ゼット


