
冊子： 見開き
（ 紙のサイズ ×257mm 仕上がりサイズ × ）

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

奥琵琶湖のオーベルジュホテル

エナジーチャージリゾート ロテル・デュ・ラク
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「何もない」がここにはある

日本一大きな琵琶湖。

そのてっぺんに位置する奥琵琶湖の景色は大自然が豊か。

国道からほどなく走れば、そこにはまさに「非日常」の世界が広がる。

周囲を見渡しても人工的なものはなく、聴こえてくるのは風の音や、鳥
のさえずり、虫の声、そして動物たちの語らいが聞こえてくる。

ここには「何もない」でも、たいせつなものがここにはあります。

「エナジーチャージ」のリゾート

敷地面積は4万坪、琵琶湖国定公園の中に15室の贅沢なホテルが佇む。

目の前に広がる琵琶湖にはパワースポット竹生島が正面に望め、そこからも
たくさんのエネルギーを享受できる。

まずは到着したらすべてを解放し、ストレスを放電。そして自然、土地から
のエネルギー、極上の料理、そして心からのホスピタリティ。

それらすべてをエネルギーとして思う存分充電してください。

エナジーチャージリゾート
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テロワール発酵フレンチとは

滋賀県を中心にした土地「テロワール」
を意識し、旬の食材を巧みに使い、滋賀
県の食文化の歴史でもある「発酵」の技
術を随所に使った「美味しい」にこだわ
ったお料理です。

食材について

地元滋賀県産を中心に野菜、魚介類などを
調達しています。

しかしながらメニューや季節により、県内
産にこだわり過ぎないことも重要と考えて
います。

滋賀は交通の要所、今は「美味しい」にこ
だわる食材も調達しています。

季節のシグネチャー料理

当館のレストランは現代的なフレンチを目
指しメニューを構成しています。

四季折々、旬の食材を意識した献立として
料理長が考案しておりますので、季節ごと
お愉しみいただけます。

また、連泊向けメニューや、アレルギーな
どにも対応を心がけております。

料理長 山本 卓也 プロフィール

＊滋賀県東近江市出身
京都ホテルオークラに入社後、フレンチ料理人としてスタート。
氷彫刻も経験し、更なる料理の研鑽を積むため、「ハイアットリー
ジェンシー箱根」にて従事。その後軽井沢の星野リゾートに入社し
軽井沢ホテルブレストンコートで勤務。在籍中には「星のや竹富島
」のオープンにともない副料理長として勤務。
退職後福井のフレンチレストランの料理長を勤め、2018年「ロテル
デュ・ラク」に着任し現在料理長として腕を振るう。
これまで経験してきた経験と知識、技術を活かし、「山本キュイジ
ーヌ」を極め「最高に美味しい」料理に昇華させるべくチャレンジ

しています。
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世界で一つだけ、自分だけのメニュー

ロテル・デュ・ラクの朝食は「オーダーブッフェスタイル」が基本。

座ったままお好きなものがテーブルに運ばれてきます。

洋食派の人も、和食派の人も、和洋折衷派の人にも大人気の朝食です。

特におススメは、「近江牛の逸品料理」。

滋賀と言えば「近江牛」朝からミニステーキやオープンサンドなど贅沢
な気分でお召し上がりください。

※「近江牛の逸品」以外のメニューはお替りが出来ます。

朝の景色も美味しさへプラス

レストランから見える、広い中庭の向こうには、朝日に輝く琵琶湖の湖
面と竹生島がアクセントとなります。

普段とは違う、緑あふれる大自然の景色は、朝食をより一層たのしく、
そして美味しくします。

時には野生のお猿さんも遊びに来るほど自然豊か。

時間を忘れ、景色を眺めながらゆっくり食べる朝食は、その景色も美味
しさへプラスされる調味料です。

世界で一つだけの朝食
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ラグジュアリースイートルーム（1階）

約８０㎡の広い部屋はリビングスペース
とベッドルームが別々となっているから
、滞在中もゆっくり落ち付いた時間を過
ごせます。

寝室はセミダブルベッドが２つ、大人

の方もゆったりとお使いいただけます。

ルームサービスで贅沢に過ごす

ときにはお部屋にシャンパーニュをルー
ムサービスを注文し、２人で乾杯はいか
がでしょうか？

1泊ではもったいない、2泊以上泊まりた
くなる落ち着いた部屋で気ままにお過ご
しください。

レイクビューシアタールーム

約４０㎡とスタンダードな大きさ。セミ
ダブルベッドが2つでシンプルなつくり。

最大の魅力は部屋から見える琵琶湖の眺
望。ホテルの中でも人気のお部屋です。
夜は大画面のテレビがシアターとして楽
しめるから、自宅からＤＶＤを持参して
夜の時間もお愉しみいただけます。

バスルームとシャワーブース

ラグジュアリースイート、レイクビュー
シアターともに、バスルームとシャワー
ブースを独立して備えています。

広々したバスルームで気持ち沈め、気分
をリラックスしてみてはいかがですか。

※こちらのお湯は温泉ではありません。

本館棟客室 スイートルームとレイクビュールーム

本館棟は２階がフロント。１階にラグジュアリースイートが２室。２階にレイクビューシアター
ルームが４室あります。また１階にあるレストラン、ラウンジを利用できるから便利です。

ラグジュアリールーム（本館棟）
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ベッドルーム＋ロフト

基本洋室タイプは同じようなつくりとな
っております。ベッドルームが独立され
ており、セミダブルベッドが２つ用意さ
れています。また、３人目の寝室として
ロフトルームもご利用いただけます。

この場合は布団を追加いたします。

ドッグヴィラルーム（１棟のみ）

１日１棟限定で、ワンちゃんとお泊
りいただける「ドッグヴィラコテー
ジ」がございます。

大型犬なら１頭まで、小型犬なら２
頭まで可能なドッグヴィラは人気の
お部屋です。なお、レストランには
ワンちゃんは同席出来ません。

お部屋にお運びすることも出来ませ
んのでご了承ください。

ヴィラ「洋室タイプ」６棟

※内１棟はドッグルーム

３つの室内デザインがあり、お好みがあれ
ば指定もできます。

「アジアンテイスト」「イタリアンテイス
ト」「北欧テイスト」どれも素敵な雰囲気
で木のぬくもりを感じるお部屋です。

左/アジアン 左下/イタリアン 下/北欧

ヴィラ「和室タイプ」３棟

外観の雰囲気とは違い、部屋の中は和室
があり、居間と寝室には畳が敷かれてい
ます。中央にはリビングスペースも洋風
に用意され、和と洋の融合されたお部屋
が愉しめます。

３名ないし４名のご利用の場合は、居間
に布団を追加しご利用いただくことも可
能です。

ヴィラスイート コテージルーム 「離れタイプ」 全９棟

ホテルの敷地内に広がる人気のログスタイル。室内は「ラグジュアリー」な内装です。

自然と一体のヴィラコテージは和室タイプと、洋室タイプからお選びいただけます。

ラグジュアリーコテージ
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シンプルモダンな空間

レストランは白を基調にしたシンプルな
デザイン。あまり飾りが無い分、お料理
が引き立ち、スタッフとの会話も弾む。

リゾートホテルであり、オーベルジュな
らではのお料理とワインをお楽しみくだ
さい。

宿泊した日が記念日

ホテル・レストランのご利用は何かしら
の記念日であることが多い。

当ホテルに泊まって、レストランで乾杯
すれば、その日が記念日となるようスタ
ッフが精いっぱいホスピタリティを発揮
し記念日にいたします。

カジュアルだけど本格的

ワインの知識はあまりないけど興味はある
という方から、ワインには相当詳しいワイ
ン好きの方まで、肩ひじ張らずに、気楽に
何より美味しく飲めるのが、このレストラ
ンの良いところ。

ぜひ、このレストランからワイン好きを始
めてみてはいかがでしょうか。

ワインレストランで気楽に美味しくいただく

当館にはソムリエが常駐し、その日のお料理、お客様のお好みなどからベストなワインをセレク
トします。気軽にお愉しみください。

Wine Restaurant

ル・ペイザージュ

多種多様なワイン

ホテルではいくつものワインを取り揃えて
おりますが、当ホテルの姉妹施設である北
近江リゾート内には、５００本以上のワイ
ンを保管している、本格的なワインセラー
を有しており、２０年以上も積み重ねてき
た希少なワインも出番を待っています。

「ル・ペイザージュ」フランス語で「風景」

昼間の明るい景色も素晴らしいレストランは、夕暮れ時も一段と美しく映えます。

大きな窓から見える風景とともに、料理とワインそして会話もご堪能ください。
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心落ち着くスパ専用ルーム

施術をするお部屋は２階にございます。

ここの窓から見える景色は琵琶湖と竹生
島が一望でき、まずはこの景色から心を
ほどきます。カウンセリング後カーテン
を閉め、ほの暗い空間の中、スタッフが
施術をスタートさせます。

ＹＯＮ-ＫＡparis(ﾖﾝｶ）ブランドを使用

当館のスパエステ トリートメントでは
世界的なコスメブランドである「YON-KA
」を使用しています。世界で人気の本格
ブランドは厳選された自然素材から作ら
れたハイグレードなオイル、クリームで
すので安心してご利用いただけます。

ｽﾊﾟｴｽﾃﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ

ホテルライフの有意義な時間をスパエステで過ごす

滞在中、心と身体を解放するために、ぜひ［スパエステ」トリートメントをご利用ください。

専属のスタッフが心を込めてリラクゼーションへと導きます。

ウエディング

大自然を生かした「フォトウエディング」のススメ

人生のスタートをこのエナジーチャージリゾートから始めませんか。

２人だけの思い出に残るリゾートフォトウエディングと滞在で記念の場所に。
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クラブラウンジ・ライブラリー

館内にはひと時を愉しむために、ワイン
や日本酒、地ビールなどが楽しめるクラ
ブラウンジがございます。

また地元滋賀にちなんだ

読み物や雑誌などが置か

れ、ゆっくりお過ごしい

ただけます。

貸切温泉家族風呂

本館棟には時間制で貸切温泉家族風呂の
ご用意がございます。タイプは２つ、露
天が付いたタイプと、内湯のみのタイプ
があり、それぞれ内湯には長浜市内にあ
る姉妹施設「北近江の湯」から天然温泉
をタンクで輸送し、沸かした山の水と混
ぜ湯船に投入しています。

ぜひ、窓からの景色と共にお愉しみくだ
さい。
※温泉ご利用の方のみ入湯税150円が必要です。

ファシリティ(施設)

居心地の良い上質な空間でくつろぐ

施設内とくに本館棟においては居心地の良い空間を意識しています。

ゆっくりお酒を飲みかわすスペースや、時には家族で入る貸切温泉風呂でもくつろげます。

ラグジュアリー
スイートルーム

レイクビュー
シアタールーム

ヴィラスイート
コテージルーム

ホテル概要

【本館棟】

２階：玄関・フロント・貸切家族風呂（２ケ所）・客室

１階：レストラン・クラブラウンジ・ライブラリー・客室

【屋 外】

プライベートプール・テニスコート４面・ホテルガーデン

見晴らしの丘・プライベートBIWAKO（湖岸私有地）

無料駐車場 約５０台

ＥＶ自動車用充電器 普通充電１カ所、テスラ専用２カ所

屋外喫煙ルーム・外用トイレ

※敷地内はすべて禁煙です。

喫煙は指定された屋外喫煙ルームのみ可

【セキュリティゲート】

当館最初の入り口には、鉄製のセキ
ュリティーゲートがございますので
滞在中もご安心してお過ごしいただ
けます。



冊子： 見開き
（ 紙のサイズ ×257mm 仕上がりサイズ × ）

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでも ご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

館内ショップ

フロント前にあるショップには、ロテル・
デュ・ラクオリジナルアイテムや、地元な
らではのお土産もご用意しています。

ロテル・デュ・ラクのロゴをあしらった上
質なグラスや、パジャマなど、ホテル内で
使われているものだから使い心地を試して
ご購入もできます。

ぜひ滞在中お気軽にお立ち寄りください。

琵琶湖から吹く気持ち良い風を感じてピクニック気分

ホテルの裏の急峻な丘にホテルは位置しており、琵琶湖からの風を感じながらピクニック気分が
味わえ、心地よい時間が約束されます。

オムニテニスコート（４面）

敷地内にはいつでも使えるテニスコートが
４面ございます。

オムニコートですので、水はけの良いコー
トで、雨天後すぐにプレイすることも可能
です。

また、ナイターも設備されているので夜間
でもプレイリストが可能です。

奥琵琶湖の自然と一体となる施設

敷地は４万坪と言われ、その自然とともにアクティブに遊べる施設が充実しています。

夏のプールやテニスコ-ト、夜の星空探訪など自然とともに敷地内で満喫できます。

プライベートプール ※夏期のみ

ホテル内には宿泊者専用のプライベートプ
ールが用意されています。大人用とお子様
用の２種類のプールは、山から流れる川を
綺麗にろ過殺菌をしていますので、衛生的
で気持ち良い水の中泳げます。

※水温が２３℃以上の場合のみご利用可能
です。ご利用は日中のみとなります。
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・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

最高のドライブコースをめぐる

ホテルからほどなく、湖西側には最高のドライブコースが点在する。

少し足を延ばせば、福井県日本海も３０分足らず。広範囲で旅行の計画をしてみては。

周辺観光周辺観光周辺観光(周辺観光周辺観光 自然）

季節ごと綺麗な景色を愛でる

ホテルから５分から３０分圏内には、四季折々見どころがたくさん。

桜のお花見や、初夏のホタル観賞、長浜周辺の紅葉など四季折々愉しめます。

左上/長浜市木之本付近余呉川の桜並木と菜の花

左下/長浜市大浦付近のホタルの乱舞

右上/海津大崎の桜並木と桜お花見クルーズ船

右下/長浜市木之本町「鶏足寺」の紅葉

右上/海津の湖岸石積み付近の夕陽

右下/ホテルの敷地内にある琵琶湖畔

右上/秋の菅浦湖岸集落「銀杏の黄葉」

右下/琵琶湖の湖岸道路をレンタサイクルで

上/海津大崎さくらのトンネル 上/メタセコイア並木道
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アクセス（交通）

A:車でお越しの方 B:電車でお越しの方

東京・名古屋方面から
東名高速道路「小牧JCT」経由、名神高速道路を大阪方面へ。
「米原JCT」から北陸自動車道を福井・石川方面へ。
「木之本IC」を降りて国道8号線を西へ直進。
「塩津」交差点を左折して県道303号線を西へ直進。
「大浦口」交差点を左折し県道557号線を南へ進み、
「大浦」交差点を右折して西へ。木之本ICより約20分。

大阪・京都方面から
名神高速道路「京都東IC」から国道161号線敦賀・高島方面へ。
「海津」交差点を右折し県道557号へ。

東京・名古屋方面から
「東京駅」から新幹線「ひかり号」で「米原駅」へ
【所要時間：約2時間11分】

「名古屋駅」から新幹線「ひかりまたはこだま」で「米原駅」へ
【所要時間：約30分】

「米原駅」でＪＲ北陸本線に乗り換え「近江塩津駅」で下車
【所要時間：約33分】

「近江塩津駅」より、無料にてホテル専用車で送迎いたします。
ホテルまでの所要時間は約１５分となります。
※１、送迎は予約制となりますので事前にご相談ください。
※２、送迎時間はAM10:00～PM18:00の間でお願いしております。
※３、「近江塩津駅」はエレベーターなどがございません。
足の悪い方、大きなお荷物をお持ちの方は2駅手前の「木ノ本駅」
にお迎えに伺うことも可能ですのでご相談ください。

大阪・京都方面から
●在来線ご利用の場合
「新大阪駅」からＪＲ湖西線新快速で「永原駅」で下車
【所要時間：約1時間35分】
「京都駅」からＪＲ湖西線新快速で「永原駅」で下車
【所要時間：約1時間10分】
「永原駅」より無料にてホテル専用車で送迎いたします。
ホテルまでの所要時間は約５分となります。
※1、「永原駅」はエレベーターなどがございません。
足の悪い方、大きなお荷物をお持ちの方は3駅手前の
「近江今津駅」にお迎えに伺うことも可能ですのでご相
談ください。

※２、送迎は予約制となりますので事前にご相談ください。
※３、送迎時間はAM10:00～PM18:00の間でお願いします。

ご予約・お問合せ

ＴＥＬ ０７４９-８９-１８８８
FAX 0749-89-1411

〒529-0721 滋賀県長浜市西浅井町大浦２０６４
ＨＰアドレス www.lhotel-du-lac.com

メールアドレス info@lhotel-du-lac.com
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奥琵琶湖のオーベルジュホテル

エナジーチャージリゾート ロテル・デュ・ラク


