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【特 典】

（1）48 時間滞在可能

（2）専属バトラー

（3）貸切送迎

（4）ご希望の部屋タイプをご案内

（5）レストラン、メインバー、サンパーラーご利用自由

（6）富士コース

（7）大島コース

（8）伊東市内の観光施設の入場券

（9）プライベートバス（
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大島コースの歴史大島コースの歴史大島コースの歴史大島コースの歴史    

1928 年 6 月 15 日 大谷光明氏の設計により開業 

1933 年 2 月～7 月 静岡県における「奢侈税」の導入に反対し、大島コースの閉鎖を宣言 

1945 年 10 月    アメリカ第 8軍に接収 

1947 年 2 月    英連邦に接収 

1952 年 3 月    大島コースの接収解除（4 月より一部営業開始） 

2002 年 10 月    大島コース乗用ゴルフカーの導入 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 川奈ホテル TEL：0557-45-1111 


