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2019年 1月 4日 

株式会社一休 

『一休.com』で 1/7正午より「2019年お年玉セール」を 24時間限定で開催 

～「一休 Plus＋」施設すべてでポイント 10倍（※）以上のお得な 24時間～ 

高級ホテル・旅館の予約サイト『一休.com』（https://www.ikyu.com/）を運営する株式会社一休（本社：東京都港区、代表取

締役社長：榊 淳、以下一休）は、1月7日（月）正午から翌8日（火）正午まで「24時間限定 2019年お年玉セール」を開催いた

します。期間内にご予約いただくと、国内オンライン旅行予約サイトでは『一休.com』のみ予約のお取引をしている「一休Plus

＋」「一休バケーションPlus＋」に加盟する全101施設の全プランで一休ポイントが10倍以上＆最大28倍付与されます。 

※オンラインカード決済の場合はポイント10倍以上、現地決済の場合はポイント9倍以上となります。

※Yahoo! JAPAN IDでログインした状態でTポイントを選択した場合、ポイントの付与率は最大20倍となります（一休ポイントを選択した場合は、最大28倍分のポイン

トが付与されます）。

※上記におけるポイントの倍率表記は、レギュラー会員が現地決済を選択した際のポイント付与率と比較した場合の倍率となります。

2019年、『一休.com』はサービス開始から「19周年」を迎えます。ひとえにユーザーの皆様のお引き立てがあってのことと

考えており、皆様への感謝を込めてセールを開催させていただくことといたしました。 

2018年7月に開催した創業20周年感謝セールでは多くの方にご参加いただき、一休史上で最も多くのご予約をいただい

た一日となりました。今回の「2019年お年玉セール」も、前回に続き『一休.com』史上、最高レベルにお得な内容となります。 

セールの対象となる「一休Plus＋」の宿は、国内のオンライン旅行予約サイトの中で『一休.com』のみ予約のお取引をして

いる高級ホテル・旅館となります。通常はセールやポイント増をあまり行わないため、お得にご利用いただける貴重な機会

になります。セールをご活用いただき、2019年最初の月曜日を少しハッピーにお過ごしいただけましたら幸いです。 

■キャンペーン概要

「2019年お年玉セール」 実施期間：2019年1月7日（月）正午～1月8日（火）正午

https://www.ikyu.com/special/01/newyear_point_up/

1月7日（月）正午から翌8日（火）正午までの24時間限定で、「一休Plus＋」「一休バケーションPlus＋」の101あるすべての

宿で「一休ポイント」が10倍以上、最大で28倍付与されます。本セールの期間内にご予約いただくことで「8%」のポイントが追

加で付与され、通常の10倍以上のポイント付与となります。どのプランも完売次第、終了となります。 

最大となる「ポイント28倍」セールは、「パーク ハイアット 東京」（東京/西新宿）、「熱海 さんが」（静岡/熱海）、「ザ・リッ

ツ・カールトン京都」（京都/二条大橋）、「セント レジス 大阪」（大阪/本町）、「海里村上」（長崎/壱岐）の5施設で実施いたし

ます。1泊2名で6万円の場合、ポイント1%だと600円相当のポイント付与ですが、ポイント28%だと16,800円相当のポイントが

付与されます。付与されたポイントは即時利用が可能で、本セールにて付与されたポイントによる割引分を活用した金額で

ご利用いただけます。 

※本リリースでご紹介している料金は現時点の料金であくまでも参考であり、シーズン・曜日によって変動いたします。

※本キャンペーンはプラン毎にポイント倍率が異なります。実際のポイント倍率については、プラン詳細画面にてご確認ください。

※上記におけるポイントの倍率表記は、レギュラー会員が現地決済を選択した際のポイント付与率と比較した場合の倍率となります。

https://www.ikyu.com/special/01/newyear_point_up/
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■ ご参考 
 

● 「一休ポイント」および「会員プログラム」について 

「一休ポイント」は一休会員向けサービスで、『一休.com』『一休.comレストラン』など各サイトのご利用に応じて付与される

ポイントです。ポイント還元率は会員ステージにより異なり、獲得したポイントは各サイト共通でご利用いただけます。現在、

一休会員ではない方も、お名前とメールアドレスのみで会員登録が可能です。 

また、『一休.com』では、ご予約時に付与される「一休ポイント」をその場でご使用いただくことが可能で、お支払い料金が

割引となります。詳しくは、ご説明ページ（https://www.ikyu.com/guidance/point/）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「一休Plus＋」について 

国内のオンライン旅行予約サイトの中で『一休.com』のみ予約のお取引をしている高級ホテル・旅館であり、その中からさ

らに厳選された、上質な体験をお約束する日本最高位の特別な宿となります。 

 

「一休Plus＋」施設一覧

No. 施設名

1 ホテル ニドム 北海道 千歳・苫小牧・支笏湖

2 角館山荘 侘桜 秋田県 秋田（田沢湖・角館・十和田・男鹿）

3 櫻湯 山茱萸 山形県 山形（あつみ・かみのやま・庄内・銀山）

4 御宿 かわせみ 福島県 福島・郡山・会津・磐梯熱海・いわき

5 那須別邸 回 栃木県 栃木（那須・塩原）

6 草津温泉 ての字屋 群馬県 群馬（草津・嬬恋・四万）

7 つつじ亭 群馬県 群馬（草津・嬬恋・四万）

8 鴨川館別邸 ラ・松廬 千葉県 千葉（木更津・館山・南房総・鴨川・九十九里）

9 パーク ハイアット 東京 東京都 新宿・早稲田

10 フォーシーズンズホテル丸の内 東京 東京都 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・秋葉原

11 グランド ハイアット 東京 東京都 赤坂・六本木・四ツ谷・虎ノ門

12 マンダリン オリエンタル 東京 東京都 銀座・日本橋・汐留・新橋

13 ザ・リッツ・カールトン東京 東京都 赤坂・六本木・四ツ谷・虎ノ門

14 シャングリ・ラ ホテル 東京 東京都 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・秋葉原

15 パレスホテル東京 東京都 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・秋葉原

所在地
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No. 施設名

16 ハイアット セントリック 銀座 東京 東京都 銀座・日本橋・汐留・新橋

17 アンダーズ 東京 東京都 赤坂・六本木・四ツ谷・虎ノ門

18 アマン東京 東京都 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・秋葉原

19 星のや東京 東京都 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・秋葉原

20 石葉 神奈川県 湯河原・小田原

21 華の宿 ふくや 神奈川県 箱根

22 ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパ 神奈川県 箱根

23 強羅花壇 神奈川県 箱根

24 箱根本箱 神奈川県 箱根

25 箱根吟遊 神奈川県 箱根

26 里山十帖 新潟県 新潟（湯沢・魚沼・妙高）

27 リバーリトリート雅樂倶 富山県 富山（砺波・庄川）

28 里山のオーベルジュ 薪の音 富山県 富山（砺波・庄川）

29 あらや滔々庵 石川県 石川（加賀・山代・山中・片山津）

30 金沢犀川温泉 川端の湯宿 滝亭 石川県 石川（金沢）

31 料亭旅館 浅田屋 石川県 石川（金沢）

32 べにや無何有 石川県 石川（加賀・山代・山中・片山津）

33 ヒュッテ・エミール 山梨県 山梨（河口湖・八ヶ岳・甲府・石和）

34 星のや富士 山梨県 山梨（河口湖・八ヶ岳・甲府・石和）

35 ルゼ・ヴィラ 長野県 長野（軽井沢）

36 お宿 なごみ野 長野県 長野（白馬・大町・安曇野）

37 三水館 長野県 長野（長野・上田・野尻湖・小布施・志賀・野沢）

38 上高地五千尺ホテル 長野県 長野（松本・浅間・上高地・塩尻）

39 桝一客殿 長野県 長野（長野・上田・野尻湖・小布施・志賀・野沢）

40 星のや軽井沢 長野県 長野（軽井沢）

41 上高地帝国ホテル 長野県 長野（松本・浅間・上高地・塩尻）

42 あたみ石亭別邸 桜岡茶寮 静岡県 熱海

43 望水 静岡県 東伊豆（稲取・今井浜・河津・北川・熱川）

44 熱海 さんが 静岡県 熱海

45 WA亭 風こみち 静岡県 熱海

46 arcana izu 静岡県 中伊豆（伊豆長岡・修善寺・天城湯ヶ島）

47 THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海 静岡県 熱海

48 別邸 洛邑 静岡県 南伊豆（下田・下賀茂）

49 あさば 静岡県 中伊豆（伊豆長岡・修善寺・天城湯ヶ島）

50 THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島 三重県 三重（鳥羽・伊勢・志摩・津・四日市）

51 アマネム 三重県 三重（鳥羽・伊勢・志摩・津・四日市）

52 ロテル・デュ・ラク ～奥琵琶湖のエルミタージュ＆オーベルジュ～ 滋賀県 滋賀（大津・長浜・彦根）

53 星のや京都 京都府 京都（嵐山・貴船・高雄）

54 洛陽荘 京都府 京都（河原町・烏丸・祗園・東山）

55 長楽館 京都府 京都（河原町・烏丸・祗園・東山）

56 柊家旅館 京都府 京都（河原町・烏丸・祗園・東山）

57 炭屋旅館 京都府 京都（河原町・烏丸・祗園・東山）

58 ザ・リッツ・カールトン京都 京都府 京都（河原町・烏丸・祗園・東山）

59 美山荘 京都府 京都（嵐山・貴船・高雄）

60 天橋立離宮 星音 京都府 京都（舞鶴・天橋立・丹後）

所在地
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No. 施設名

61 フォーシーズンズホテル京都 京都府 京都（河原町・烏丸・祗園・東山）

62 セント レジス ホテル 大阪 大阪府 キタ（梅田・中之島・桜ノ宮・新大阪）

63 ネスタリゾート神戸 ロイヤルスイート [NESTA RESORT KOBE] 兵庫県 兵庫（神戸）

64 L'AUBERGE DE PLAISANCE 桜井 奈良県 奈良

65 登大路ホテル奈良 奈良県 奈良

66 四季亭 奈良県 奈良

67 あきば何求庵 和歌山県 和歌山（和歌山市内・南紀白浜）

68 海椿葉山 和歌山県 和歌山（和歌山市内・南紀白浜）

69 橋津屋 別邸 月代 鳥取県 鳥取（三朝・皆生）

70 旅館くらしき 岡山県 岡山（岡山・倉敷）

71 guntu 広島県 広島（福山・尾道・三原）

72 小屋場 只只 山口県 山口（宇部・萩・湯田・湯本・下関）

73 オーベルジュ ドゥ オオイシ 香川県 香川（高松・琴平）

74 味わう、もろみの島宿。 「真里」 香川県 香川（高松・琴平）

75 TOBE オーベルジュリゾート 愛媛県 愛媛（松山・道後・今治・新居浜）

76 WITH THE STYLE FUKUOKA（ウィズ ザ スタイル 福岡） 福岡県 福岡（福岡・太宰府）

77 天然田園温泉 ふかほり邸 福岡県 福岡（筑後・柳川・久留米）

78 風の森 佐賀県 佐賀（佐賀・嬉野・唐津）

79 海里村上 長崎県 長崎（長崎・雲仙・平戸・壱岐）

80 石山離宮 五足のくつ 熊本県 熊本（天草）

81 亀の井別荘 大分県 大分（大分・別府・由布院）

82 忘れの里 雅叙苑 鹿児島県 鹿児島（鹿児島市内・指宿・霧島）

83 天空の森 鹿児島県 鹿児島（鹿児島市内・指宿・霧島）

84 THE SHIGIRA 沖縄県 沖縄離島（宮古・伊良部）

85 MAGACHABARU OKINAWA 沖縄県 沖縄本島（中部・北部）

86 ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ 沖縄県 沖縄本島（中部・北部）

所在地

 
「一休バケーションレンタル＋」施設一覧

No. 施設名

1 MAOIQ 北海道 札幌・定山渓

2 THE HOUSE beach suite 神奈川県 神奈川（湘南・鎌倉・横須賀・厚木・海老名）

3 THE HOUSE 神奈川県 神奈川（湘南・鎌倉・横須賀・厚木・海老名）

4 光と水の邸宅 神奈川県 神奈川（湘南・鎌倉・横須賀・厚木・海老名）

5 Uroco house 千葉県 千葉（木更津・館山・南房総・鴨川・九十九里）

6 モントレーハウス 千葉県 千葉（木更津・館山・南房総・鴨川・九十九里）

7 Cairns House 千葉県 千葉（木更津・館山・南房総・鴨川・九十九里）

8 ザ・サイプレス別邸 兵庫県 兵庫（姫路・赤穂・丹波）

9 Villa Mon Temps Awaji 兵庫県 兵庫（淡路島）

10 八坂翠仁花 京都府 京都（河原町・烏丸・祗園・東山）

11 コテージ　シーサイド手結　－Seaside Tei－ 高知県 高知（香南）

12 五島列島おぢか島 古民家ステイ 長崎県 長崎（長崎・雲仙・平戸・壱岐）

13 フェリスヴィラスイート伊良部島・佐和田～離れ～ 沖縄県 沖縄離島（宮古・伊良部）

14 LECEB SESOKO VILLA 沖縄県 沖縄本島（中部・北部）

15 フェリスヴィラスイート名護 沖縄県 沖縄本島（中部・北部）

所在地

 
 


