
 

 

山口県下松市笠戸島 

夕映プラン 
ちょっとで嬉しい満足感 

笠戸プラン 
ちょっぴり贅沢に 

瀬戸の海の幸、和と洋が織りなす旬の味覚でおもてなし。 

ご予約・お問い合わせ 

Tel 0833-52-0138 
半年先までご予約を受け付けしております 

744-0001 山口県下松市笠戸島 14-1 

FAX 0833-52-0052 

http://www.oojou.jp/ 

※写真はイメージです    ・献立内容は予告なく変更する場合がございます     ・アレルギーについては事前にご相談ください 

※宴会場ご利用のお客様は 

飲食の 10％配膳料がかかります 

(税込・配膳料別) (税込・配膳料別)

※皆様同じメニューでのご注文となります 

ソワールプラン 
フランス料理 

・小鉢    ・刺身   ・蓋物 

・肉料理   ・天婦羅 

・茶碗蒸し  ・釜飯   ・香物 

・吸物    ・デザート 

・前菜    ・刺身   ・蓋物 

・小鍋 ・天婦羅 ・牛ステーキ 

・茶碗蒸し  ・釜飯   ・香物 

・吸物    ・デザート 

・アミューズ  ・オードブル 

・スープ   ・魚料理 

・肉料理   ・デザート 

・コーヒー 

部屋代 朝食代 部屋代＋朝食 夕食 合計

1,080 6,480

2,160 7,560

1,080 4,320

2,160 5,400

布団使えば 1,080 2,970

1,890 2,160 4,050

幼児（税込）

3歳以上
2,160 1,080 3,240

乳児（税込）

1歳 ・ 2歳
1,890

小人（税込）

小学生
4,320 1,080 5,400

お子様料金 

2019.1/4 ～ 3/15 



 

※写真はイメージです  ・献立内容は予告なく変更する場合がございます  ・アレルギーについては事前にご相談ください 

星ふるまち くだまつ 

お問い合わせ  

【受付時間】 9：00 ～ 19：00 

※宴会場ご利用のお客様は飲食の 10％配膳料がかかります 

・笠戸ひらめのカルパッチョ  ・笠戸ひらめのしゃぶしゃぶ 

・笠戸ひらめの天婦羅     ・笠戸ひらめの釜飯 

・牛肉のステーキ       ・茶碗蒸し 

・吸物            ・香物 

・デザート 

1 泊 2 食 平日 12,000 円(税込)   休前日 13,000 円(税込) 

夕日を愛でる 特産を味わう 

ひらめ得々プラン 

- かさどじまの名産を楽しむ - 

ひらめ料理を堪能したい！  

お肉も食べたい！「お得」なメニューが期間限定で登場 

「量」よりも「質を」重視したいお客様にオススメ！ 

この機会に是非お楽しみください 

国民宿舎大城 

744-0001 山口県下松市笠戸島 14-1 

FAX 0833-52-0052 

http://www.oojou.jp/ 

部屋定員数より少数で宿泊される場合は 1 名 1,080 円の追加料金がかかります 

（2 名様定員部屋に 1 名様、4 名様定員部屋に 2 名様以下で宿泊される場合） 

ふぐとひらめプラン 

季節限定(1 日 5 組限定) 

季節限定 

1 泊 2 食 平日 17,000 円(税込)   休前日 18,000 円(税込) 

・笠戸ふぐ刺し        ・笠戸ふぐの唐揚げ 

・笠戸ひらめのカルパッチョ  ・笠戸ひらめのしゃぶしゃぶ 

・笠戸ひらめの釜飯      ・牛肉のステーキ 

・茶碗蒸し          ・吸物 

・香物            ・デザート 

笠戸名産の「ふぐ」と「ひらめ」 

冬に美味しい贅沢食材を存分にお楽しみいただける 

季節限定メニュー 

笠戸島の食材をご堪能ください 

入湯税 150 円が別途かかります 

入湯税 150 円が別途かかります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2019.3 / 16（土）～2019.4 / 6（土） 

 2019 年平成最後の春プラン 笠戸島河津桜 

宿泊 

ソワール プラン 

彩り プラン ひらめ得々 プラン 

～心に響くおもてなし～ 

 

国民宿舎大城 
744-0001 山口県下松市笠戸島 14-1 

FAX 0833-52-0052 

http://www.oojou.jp/ 

ヘルシー プラン 

(入湯税 150 円が別途かかります) 

1泊 2食   

平日限定 11,000 円(消費税込) 

1泊 2食  平日  13,000 円(消費税込) 

1泊 2食  平日  13,000 円(消費税込) 

 

・小鉢    ・ひらめの刺身 

・魚のムース ・豚しゃぶ    

・茶碗蒸し  ・釜飯 

・香物    ・吸物 

・デザート 

(入湯税 150 円が別途かかります) 

 

・ひらめのカルパッチョ  ・牛ステーキ 

・ひらめのしゃぶしゃぶ  ・ひらめの釜飯 

・ひらめの天婦羅    ・香物 

・茶碗蒸し       ・吸物  

・デザート 

 

・アミューズ ・オードブル 

・スープ   ・魚料理 

・肉料理   ・デザート 

・パン 

 

・小鉢    ・ひらめの刺身 

・蓋物    ・季節の小鍋 

・ふぐ唐揚  ・肉料理 

・茶碗蒸し  ・ひらめの釜飯   

・香物    ・吸物     

・デザート 

 

(入湯税 150 円が別途かかります) 

(入湯税 150 円が別途かかります) 

至福なひと時を 

ちょっとで嬉しい満足感 
フランス料理 

量より質をお求めの方へ 

部屋定員数より少数で宿泊される場合は 1 名 1,080 円の追加料金がかかります 

（2 名様定員部屋に 1 名様、4 名様定員部屋に 2 名様以下で宿泊される場合 

 
【受付時間】 9：00 ～ 20：00 

 
くだまつ 

       休前日  14,500 円(消費税込) 

         休前日  14,500 円(消費税込) 

 

1泊 2食  平日  14,000 円(消費税込) 

 
         休前日   15,500 円(消費税込) 

 

ゆめカード 
貯まるよ♪ 

 
値引積立額 



 

 
 

2019.3 / 16（土）～2019.4 / 6（土） 

とらふく贅沢三昧プラン 

とらふく＋ひらめ よくばりプラン 

笠戸とらふく福まつり 

部屋定員数より少数で宿泊される場合は 1 名 1,080 円の追加料金がかかります 

（2 名様定員部屋に 1 名様、4 名様定員部屋に 2 名様以下で宿泊される場合 

満足お得宣言！ 

1 泊 2 食  平日 18,000 円(消費税込) 

       休前日 19,500 円(消費税込) 

 

1 泊 2 食    平日 16,000 円(消費税込) 

          休前日 17,500 円(消費税込) 

(入湯税 150 円が別途かかります) 

 

(入湯税 150 円が別途かかります) 

 

国民宿舎大城 
744-0001 山口県下松市笠戸島 14-1 

FAX 0833-52-0052 

http://www.oojou.jp/ 

 

【受付時間】 9：00 ～ 20：00 

 

・笠戸とらふく刺し      ・笠戸とらふくの唐揚げ 

・笠戸ひらめのカルパッチョ  ・笠戸ひらめのしゃぶしゃぶ 

・笠戸ひらめの釜飯      ・牛肉のステーキ 

・茶碗蒸し          ・吸物 

・香物            ・デザート 

 

繊細な食感。心を込めて作りあげる 
味覚の最高峰をご堪能ください。 

 

肉厚で脂がのり、ほのかな甘みが特徴の高級食。
ここでしか味わえない、「とらふく」「ひらめ」の 
特別会席を是非お楽しみください。 

くだまつ 

・前菜          ・笠戸とらふく刺し 

・笠戸とらふくちり鍋   ・しらこ焼き 

・笠戸とらふくの唐揚げ  ・笠戸とらふく皮入り茶碗蒸し 

・釜飯          ・吸物 

・香物          ・デザート 

 
貯まるよ♪ 

 値引積立額 ゆめカード 
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