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こころに未来を灯すおもてなし「ホテル京セラ」



Wedding
ホテル京セラウエディング

安心と安全ウエディングを体験
ニューノーマルの新しいご提案
■ご予約・お問い合わせ ☎0995-43-7113



2022.2/28（月）迄

選べる特典が付いた4つの忘新年会プランと
3つのドリンクプランをご用意しております。
感染防止対策も十分な、ゆったりとした空間
でお楽しみいただけます。

ホテル京セラ　忘・新年会プラン ～選べる特典付～

個人盛オンテーブルブッフェ 5,500円（税込）～
洋中会席 5,500円（税込）～
洋  会  席 6,600円（税込）～
洋コース 6,600円（税込）～

①お一人様500円OFF！
②デザートコーナーご用意
③看板製作＆プロジェクター&スクリーン無料手配

ノンアルコールプラン・・・ 1,400円（税込）
スタンダードプラン・・・・・ 1,700円（税込）
フリープラン・・・・・・・・・・ 2,400円（税込）

ドリンク
プラン

※写真は洋コースのイメージ

3つからおひとつ選べる特典

Banquet 特別な日を彩るホテルの味
ホテル京セラのイベント ■ご予約・お問い合わせ ☎0995-43-7676［営業部］
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クリスマスケーキ

※写真はイメージです

上記プランのご予約・お問い合わせ

12/24   ・12/25 お一人様 10,000円（税込）

聖夜のディナーにご用意するのは、一皿一皿
が輝きを放つ本格フレンチフルコース。2日間
限りのスペシャルメニューです。大切な人と心
あたたまる素敵な時間をお過ごしください。

4号　2,400円（税込）
5号　3,400円（税込）
6号　4,400円（税込）

※写真はイメージです

●お引き渡し日時：12/24（金）・12/25（土）12:00～18:00
●お引き渡し場所：本館2F受付

※料金はお一人様あたりの金額です。
※食材の入荷状況により、内容を変更する場合がございます。

金 土 料金

生ケーキ
4号　2,400円（税込）
5号　3,400円（税込）
6号　4,400円（税込）

キャラメルショコラ

Christmas Cake

サザンクロスXmasディナー

本館3Fチャペル／観覧無料

■会場：本館最上階（13F）「サザンクロス」　■時間：18:00～最終入店20:30

12/24（金）18:30～

チャペルコンサート
開催！乾杯用

スパークリングワイン
1杯付き

一年のはじまりに上質な祝宴を 和洋三段重おせち～煌宴～
こうえん

申込締切
12/25（土）
※限定数に達し次第、
　締め切らせていた
　だきます。

お引き渡し日＆配達日：12/31（金）
●ご来館によるお引き渡し：12/31（金）9:00～15:00 本館2F受付
●配達は時間指定不可

11月30日（火）までのお申し込みで

29,000円（税込）
さらに！

ご来館による直接お引き渡しで

1,000円引き

和洋三段重おせち（重箱サイズ25cm×25cm） ■ご予約：ホテル京セラ営業部☎0995-43-7676

ご予約期間：11月1日（月）～12月15日（水）
※キャンセルまたは変更は12月20日（月）12:00まで ※いずれも4号～6号サイズより選べます ※キャラメルショコラは限定50個です

通常料金 30,000円（税込）
早割特典
お急ぎ下さい！



STAY PLAN
宿泊プラン

年末年始だけの贅を尽くしたディナー特別プランをご用意しました。日本
庭園をイメージしたオードブルバリエ、天然鯛や本鮪、ウニなどのお造り、
メインには高級食材を一皿に盛り込んだ黒毛和牛サーロインとフォアグラ
のポワレなど……。一年のはじまりを豪華にお祝いしましょう！

大好評につき、プラン延長中！「デルソーレ」の洋コースと共に、ホテルス
テイをたっぷりとお楽しみいただける特典付きプランです。遠出の不安
が少なく自粛のストレスを解放できる、“霧島お籠り旅”をどうぞ。

■ご予約・お問い合わせ

（宿泊予約センター）☎0995-43-7112

※チェックイン時に、鹿児島県内在住であることが証明できる身分証明証をご提示いただきます。鹿児島県内在住が確認できない場合は、プラン適用外となります。ご了承ください。＊身分証明証／免許証・保険証など

下記宿泊プランの他にも多彩なプランをご用意しています。

ご予約はこちらから！→

はじまりの旅は、神の宿る霧島で
年末年始限定！ 1泊2食付

1泊2食付

トリュフ香る黒毛和牛サーロインと　　
　　　フォアグラのポワレ

宿泊料金

宿泊料金

〔1泊2食付◎本館スタンダードツイン2名1室利用〕

〔1泊2食付◎本館スタンダードツイン2名1室利用〕

＊チェックイン14時、チェックアウト11時　＊お子様の夕食はお子様メニュー　＊朝食は和・洋ビュッフェ（幼児は
朝食無料）　＊夕食は本館地下2階 大宴会場「天雅」（開始時間については要確認）　＊朝食・夕食会場は変更とな
る場合があります。ご了承ください。　＊温泉大浴場「オクシア」（本館地下1階）の利用無料

28,150円（税込）
25,150円（税込）1/2

 12/31・1/1
お一人様  

お一人様  

鹿児島県内在住のお客様限定

「安・近・堪」近場で安全にご堪能♪
季節の洋コースプランに特典もついて更にお得に♪
2022.2/28（月）迄 ※年末年始は除く　※前日午前中までの要予約

平　日 14,100円～14,900円（税込）
休前日 15,600円～15,900円（税込）

特典
いっぱい！

①チェックイン14時、チェックアウト12時まで延長OK！（通常11時）

②プール・スポーツジムの利用が無料に！（通常1,000円）

③ホテルオリジナル商品をお一人様につき1品プレゼント！（※添寝、幼児は対象外）

夕食は人気の
【デルソーレ】
にて洋コース

温泉大浴場
「オクシア」
（本館地下1階）の
利用無料

※写真はイメージ



Eden&OXYA

■お問い合わせ

売店「もっくる」
☎0995-43-7630
営業時間
9:00～20:00
（年中無休）

■お問い合わせ
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店内の一角に、レトルトカレーコーナーをつくっています。
名店の本格的な味を再現したものから昔懐かしいアニメ
をパッケージデザインしたものまで、バラエティに富んだ
品揃え。レトルトカレーはお試し気分で楽しめ、また保存
食としても有能です。意外かもしれませんが、化学調味料・
保存料不使用のものも多くあります。自分好みの味を探し
に、ぜひ足をお運びください。

売店「もっくる」スタッフのおすすめ

お土産や保存食に！

オクシア会員募集中！
通常入会金33,000円

なんと90％OFF
3,300円
新規会員特典

酸素カプセルサービスチケット付き

予約制となっておりますので、お電話
にてお申し込みください。

期間中の入会金＆月会費 ※別途利用料が必要となります。 スタンプをためて特典ゲット!!

まずは安心の無料体験を！

スタート！

大人お一人様温泉利用1回（600円以上）につき、
スタンプ1個獲得

スタンプ 5個で……ミネラルウォーター1本
スタンプ10個で……酸素カプセル（40分）ペア利用券

特典

※日帰りプランなど温泉料金の表記がないものは、対象外となります。

ランニングマシンやエアロバイクなどが揃い、設備は充実

温水プールやサウナ、酸素カプセルを完備

2021.12/1（水）～2022.3/31（木）

もらってうれしい“レトルトカレー”

会員になる前に

●個人会員（男性限定）：入会金3,300円／月会費7,700円
●レディース会員（女性限定）：入会金3,300円／月会費5,500円
●ペア会員（2名様）：入会金3,300円／月会費11,000円　※ご夫婦・ご友人ペアにてご入会ください

●デイタイム会員（平日限定）：入会金3,300円／月会費4,400円　※利用時間：10:00～17:00

●ウィークエンド会員（週末限定）：入会金3,300円／月会費4,400円　※土日、祝日の利用のみ

【料金】1個（1人前） 486円（税込）～

カレー
いろいろ♪

ホテルオリジナル

博多ナイルカレー 486円（税込）
ベルサイユのばらカレー 648円（税込）
鉄腕アトムカレー 648円（税込）
リボンの騎士カレー 648円（税込）／ほか

鹿児島黒毛和牛黒カレー
1個（1人前） 648円（税込）

カレーもあります！

スポーツ＆リラクゼーション「オクシア」
☎0995-43-7611

本館地下1F

本館1F

温泉大浴場の



ホテル京セラのご褒美グルメ
ファミリー向けクリスマスプラン

通年実施中　※年末年始は除く

ご両家揃った初めてのお食事会。
会席料理に素敵な特典がついた
プランをご用意し、結婚に向けて
絆を深める大切な一日をお手伝
いいたします。

ホテルの和食らしく高級食材や
珍味の数々を盛り込み、職人が丹
精こめて仕上げました。一年のは
じまりに、ご自宅で京はるかの贅
沢な味をお楽しみください。

種類豊富なバイキングのランチ＆ディナーが、期間
限定で小学生以下25％OFF！ 感染対策も万全な
近場のホテルで、家族の団らんをお楽しみください。

昼：11:30～14:30（ラスト14:00）
夜：通常17:30～20:00（ラスト19:00）
     土曜17:30～21:00（ラスト19:30）
月曜日・火曜日定休（祝日は営業）
■ご予約・お問い合わせ☎0995-43-7613

昼：11:30～14:30（ラスト14:00）
夜：通常17:00～20:00（ラスト19:00）
　  土曜17:00～21:00（ラスト20:00）
月曜日定休（祝日は営業）
■ご予約・お問い合わせ☎0995-43-7617

別館1F本館3F

Restaurant & Bar　

※写真はイメージです

※個室は限りがございます

※0歳は無料※団体での割引は対象外

お一人様　

お一人様（税込）

6,700円（税込）

38,000円（税込）

12/1（水）～12/25（土）

12/22（水）～12/25（土）

お顔合わせプラン

和食三段重おせち「風雅」

ランチタイム
大人 1,870円
アプリ会員・65歳以上・中高生・・ 1,760円
　　小学生（通常1,100円）・・・・・・ 825円
　　4歳以上（通常660円）・・・・・・・ 495円
　　3歳以下（通常220円）・・・・・・・ 165円

アプリ会員・65歳以上・中高生・・ 2,970円
　　小学生（通常1,760円）・・・・・ 1,320円
　　4歳以上（通常990円）・・・・・・・ 743円
　　3歳以下（通常440円）・・・・・・・ 330円

ディナータイム
大人 3,080円

※写真はイメージです

3日前までの要予約

申込締切：12/25（土）

①桜茶 ②ソフトドリンクフリー（4種）
③卓上装花 ④個室無料

特 典

限定20個

5日前までの要予約

ふうが

※限定数に達し次第、締め切らせていただきます

重箱サイズ20.5cm×20.5cm

■お引き渡し日
　12/31（金）9:00～15:00
■お引き渡し場所
　本館3F 日本料理「京はるか」

夢の国のクリスマステイクアウト

小学生以下は
25％OFF！

バニラ、フレーズ、ショコラの
クロカンブッシュノエルver.

クリスマスオードブル
〔4名様盛〕

2,500円（税込） 5,000円（税込）
3種の香りのクリームシューを積み上
げて、クリスマスらしい可愛いクロカ
ンブッシュをつくりました。特別な日
のスペシャルスイーツ！

5種類の料理をクリスマス風にアレン
ジした、贅沢なホテルメイドのオード
ブルです。ご自宅でゆっくりお楽しみ
ください。

クリスマステイクアウト特典

① ②

①②をセットでご購入のお客様は
通常7,500円（税込）を500円引きの7,000円（税込）

特
別
料
金

特
別
料
金



クリスマスディナー2021

2020年夏に洋食レストランへ
リニューアルした「デルソーレ」。
2年目のクリスマスも、シェフが
腕をふるっておもてなしするス
ペシャルコースをご用意してお
ります。クリスマスカラーで彩る
料理の数々とともに、一年のご
褒美に優雅であたたかな時間を
お過ごしください。

昼：11:30～14:30（ラスト14:00）
夜：通常17:30～20:00（ラスト19:00）
　 土曜17:30～21:00（ラスト19:30）
水曜日定休（祝日は営業）
■ご予約・お問い合わせ☎0995-43-7612

本館1F

本館最上階の天空Bar

メインバー Amoreアモーレ

営業時間:19:00～23:00（ラスト22：30）　定休日：日曜日・月曜日
■ご予約・お問い合わせ　9:00～19:00（営業部☎0995-43-7676）
　　　　　　　　　　 19:00以降（バーアモーレ☎0995-43-7616）

パーティープラン
2日前までの要予約

二次会プラン
要予約（4名様～最大8名様）

お一人様　

Aプラン

★お料理／洋食盛り込み料理9品
★お飲み物（飲み放題）／瓶ビール（1人1本）、カクテル8種、焼酎、ワイン、
　ウィスキー、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、烏龍茶
★ご利用時間／18:00～23:00の中で2時間
★ご利用人数／4名様～最大20名様／1部屋

Aプラン　★お飲み物（飲み放題）／瓶ビール（1人1本）、カクテル8種、焼酎、
　　　　　  ウィスキー、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、烏龍茶
Bプラン　★お飲み物（飲み放題）／瓶ビール、カクテル8種、焼酎、ウィスキー、
　　　　　 オレンジジュース、グレープフルーツジュース、烏龍茶

5,000円（税込）

お一人様　3,000円（税込）

Bプラン
お一人様　3,500円（税込）

オリジナル
カクテル
ワンショット
800円（税込）～

メインバーアモーレでは、お客様の好
みにあわせた、お客様だけのオリジ
ナルカクテルをお作りします。季節を
感じていただけるカクテルもご準備。
開放感のある癒しの空間で、日常を
忘れる大人の時間を演出します。

★新型コロナウィルスの感染拡大影響に伴い、営業時間を変更させていただく場合がございます。

19:00～23:00の中で2時間＆おつまみ乾物盛り合わせ（ドリンクはセルフ）。

※写真はイメージです

洋食レストラン

※写真はイメージです

12/18（土）～12/25（土）　

※全て税・サ込みです。

 通常 特価
①グレンリベット12年 14,000円 8,000円
②ブラントン 30,000円 18,000円
③メーカーズマーク46 22,000円 13,000円
④響 18,000円 11,000円
⑤宮城峡 15,000円 9,000円

7,500円（税込）
お一人様

2021.12/1（水）～2022.2/28（月）のご案内

ボトルキープフェア

前日午前中までの要予約

2022.1/1（土・祝）～1/29（土）

※写真はイメージです

一年のはじまりの大奉仕。期間中は通常より
大特価でボトルキープいただけます。この機
会にぜひどうぞ。

※12/22（水）は臨時営業

①  ②  ③  ④  ⑤

※写真はイメージです



☎0995-43-7613
昼：11:30～14:30（ラスト14:00）
夜：通常17:30～20:00（ラスト19:00）
　 土曜17:30～21:00（ラスト19:30）
月曜日・火曜日定休（祝日は営業）

ご予約・お問い合わせ

※AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple lnc. の商標です。App StoreはApple lnc. の
サービスマークです。　※Google Play およびGoogle Play ロゴは、Google LLC の商標です。

★公式フェイスブックでも最新情報をゲットできます！ https://www.facebook.com/hotelkyocera

https://www.h-kyocera.co.jp

日本料理「京はるか」 本館3F

☎0995-43-7612ご予約・お問い合わせ

洋食レストラン「デルソーレ」 本館1F

☎0995-43-7617
昼：11:30～14:30（ラスト14:00）
夜：通常17:00～20:00（ラスト19:00）
　 土曜17:00～21:00（ラスト20:00）
月曜日定休（祝日は営業）

昼：11:30～14:30（ラスト14:00）
夜：通常17:30～20:00（ラスト19:00）
　 土曜17:30～21:00（ラスト19:30）
水曜日定休（祝日は営業）

ご予約・お問い合わせ

バイキングレストラン「夢の国」 別館1F

2022.1/6（木）～3/31（木）

正社員・契約社員・パート・
アルバイト大募集中!!

※ホテル京セラHP求人情報欄もご覧ください

接客サービス全般、調理全般、ブライダルプランナー、設備管理業務等を募集しております。その他、ベッドメイク・館内清掃・夜間
業務などのお仕事もあります。ライフスタイルに合わせて、短時間から長時間まで可能。日曜祝日休みなど相談に応じます。

■お問い合わせ／ホテル京セラ人事総務係 担当：榎園（えのきぞの） ☎0995-43-7111

〒899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次1409-1
☎0995-43-7111（代表）

■鹿児島空港より車で15分、バスが空港⇔ホテル京セラ前を
　毎日12往復運行（料金400円）
■JR鹿児島中央駅より特急で29分。隼人駅下車後、車で5分
■東九州自動車道 隼人東ICより車で5分

★ウエディングフェア＆相談会の
　ご予約はこちらから
https://www.kyocera-wedding.jp/sp/fair/

ホテル京セラアプリは
スマートフォン専用アプリです。

京はるかの会席料理

入会・年会費無料
お得なクーポンやポイントをゲット！

ホテル京セラアプリ

県産和牛を食べて、2022年10月開催の「全国和牛能力共進会鹿児島大会」を盛り上げよう！

レストラン合同
鹿児島県産

ホテル京セラ
アプリ会員は

お得！

お一人様　通常6,500円（税込）
アプリ会員6,000円（税込）

先付／吸物／お造り／焚合／鹿児島県産黒毛和牛 すき焼き
又は陶板焼き／ご飯／留椀／香物／水物

デルソーレの黒毛和牛鉄板コース
お一人様　通常6,500円（税込）

アプリ会員6,000円（税込）

前菜／スープ／鹿児島県産黒毛和牛 ロース肉のステーキ／
サラダ／デザート／ドリンクバー／パンorライス

夢の国の黒毛和牛ローストビーフとアンティパストのオードブル

夢の国の黒毛和牛が彩るアンティパストのオードブル

1～2名様盛 通常5,500円（税込）
アプリ会員5,000円（税込）
（3日前午前中までの要予約）

ローストビーフをメインに、黒毛和牛
を使った8種類の料理がギュウギュ
ウに詰まった贅沢プレート！ 

4名様盛 通常11,000円（税込）
アプリ会員10,000円（税込）
（3日前午前中までの要予約）

鹿児島県産黒毛和牛を使ったミー
トローフのパイ包みやローストビー
フなど、パーティーにぴったりなオー
ドブルをご用意しました！

●メニュー内容や器は食材の入荷状況等により変わる場合がございます。●期間中は混み合う場合がございます。ご来店前のご予約をお勧めいたします。
満席の場合はご容赦願います。●本フェアはポイント加算対象イベントです。ご来店時にホテル京セラアプリをご提示ください。

和牛フェアについてのご予約・お問い合わせは
各レストランへ直接お電話をお願いいたします。☎

＃ホテル京セラ
＃kyocera
ハッシュタグ付けてね!!

@hotel_kyocera公式アカウント
ホテル京セラ
【公式チャンネル】

チャンネル登録お待ちしています

特典1　貯まったポイントに応じて、ホテル商品券や宿泊券と交換できます

特典2　アプリ会員限定のクーポンや割引が利用できます

アプリをダウンロードして会員登録したら、ポイントを貯める・使うこ
とができます。使い方はカンタン♪ アプリを起動後「ポイント会員」の
アイコンをタップし、QRコードを提示するだけ！

上記サイトから無料でダウンロード！

肉料理はすべて鹿児島育ちの黒毛和牛‼

Follow US

第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会応援企画第2弾！

求人
募集


