
                  

 

 2016年 3月 25日 

各 位                                                    

                                                                    ホテル ミクラス 

 

 

 

   

「ホテル ミクラス」（所在地：静岡県熱海市、総支配人：小川 修司）は、2016年12月16日に開業

10 周年を迎えます。これを記念したタイアップ企画の第二弾として、2016 年 4 月 1 日（金）～7 月

15日（金）の期間、陶芸体験付きの宿泊プランを 1日 2室限定で販売しますのでお知らせします。 

 

「ホテル ミクラス」は開業 10周年を記念し、一年を通じてさまざまな近隣施設や観光スポットとのタ

イアップを企画しています。第二弾は、ホテルから徒歩10分ほどの場所にある「陶芸工房doka土火

（どかどか）」とタイアップし、「ホテル ミクラス」限定の『織部焼きコース』の陶芸体験ができる宿泊プラ

ンをご用意しました。「陶芸工房doka土火（どかどか）」の主宰者 梅澤幸生氏に粘土からたたき出し
※の技法を教わりながら、自作のオリジナル平皿を制作し、絵付けします。旅の思い出を世界にひと

つだけの陶器という形で残してみてはいかがでしょうか。ご夕食には季節のフランス料理をご提供い

たします。 

 

また、2016年 4月 29日（金・祝）～5月 8日（日）のゴールデンウィーク期間中には、陶芸の魅力

をもっと身近に感じていただくために、「ホテル ミクラス」エントランスロビーにて、梅澤氏の作陶展を

開催します。 

  

ぜひこの機会に、「ホテル ミクラス」でモノ作りの楽しさに触れてみてください。 

 

  ※たたき出し･････粘土をたたいて平たく延ばしたり、たたきながら成型することをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ホテル ミクラス」開業 10周年記念タイアップ企画第二弾 

陶芸体験と季節のフランス料理がお楽しみいただける宿泊プランを販売 

◆本件に関するお問合せ◆ 

「ホテル ミクラス」 広報担当 山野邉（やまのべ） 

Tel：0557-86-1111（代表）  Fax：0557-86-0003 

以上 

季節のフランス料理 

 

自家源泉のパノラマ展望露天風呂 

 

 10周年記念宿泊プラン限定 

世界にひとつだけの織部焼の平皿 

（制作イメージ） 



                  

 

＜プラン概要＞ 

【期間】2016年 4月 1日（金）～7月 15日(金)  (ただし 4月 9日・GW・5月 14日は除きます)  

 

【料金】1名さま 

客室タイプ 利用人員 平日・休日 休前日 

スーペリア 2名さま 1室 ¥21,800 ¥29,800 

3名さま 1室 ¥20,800 ¥28,800 

コンフォート 4名さま 1室 ¥20,300 ¥28,300 

※料金にはサービス料・消費税が含まれております。入湯税は含まれておりません。 

※毎週火曜日は、「陶芸工房 doka土火（どかどか）」が定休日のため、陶芸体験はご利用いただけません。 

 

【プラン内容】1泊＋夕食（フランス料理フルコース）＋朝食（洋食ハーフビュッフェ）＋陶芸体験付き 

チェックイン 14:00/チェックアウト 11:00 ※特別宿泊プランにより 1日 2室限定となります。 

 

【陶芸体験】「陶芸工房 doka土火（どかどか）」主催者の梅澤幸生氏の師事による陶芸体験 

「陶芸工房 doka土火（どかどか）」/ホテルから徒歩約 10分 

※体験は宿泊日(13:30からの約 120分)または宿泊翌日(10:30からの約 120分)となります。 

 

【体験内容】ホテルミクラス限定「織部焼コース」 

粘土からたたき出しの技法で世界にひとつだけの平皿を制作、最後に絵付けもできます。※

作陶いただいた作品は仕上がりまでに約１か月半を要します。作品は、宅配便にて「陶芸  

工房 doka土火（どかどか）」より発送いたします。(送料はお客さま負担となります) 

 

【スケジュール】 

陶芸体験が宿泊当日の場合 陶芸体験が宿泊翌日の場合 

13:00 ホテル着 チェックイン手続き⇒荷物預け 

⇒陶芸体験整理券受取 

13:15 ホテル出発 

13:25 doka土火着 

13:30 陶芸体験開始 

15:30 陶芸体験終了 

15:45 ホテルチェックイン⇒翌日までゆったりと滞在 

 

10:00 ゆったりと滞在後、チェックアウト（⇒荷物預け） 

⇒陶芸体験整理券受取 

10:15 ホテル出発 

10:25 doka土火着 

10:30 陶芸体験開始 

12:30 陶芸体験終了 

 

 

【ご夕食内容】フレンチフルコースディナー「プレシャス」   ※季節毎に変更いたします。 

・アミューズ 

・冷菜 

・温菜 

・メインディッシュ ＜魚料理＞ 

          ＜肉料理＞ 
 

 

 

・デザート 

本日のアミューズ                          

真鯛の刺身風 春野菜とともに 

温泉卵とコッコーヴァン グリーンピースのソース 

鮮魚のポワレ 桜風味のクリームソース、 

国産牛サーロインのヴァプール ブールブランソース、 

フランス産鴨肉のロティ 赤ワインソース、 

黒毛和牛バラ肉の煮込み ブルゴーニュ風  

（肉料理は上記 3品から 1品をお選びいただけます。） 

コーヒープリンとムースショコラブラン いちごのソルベ添え 

小菓子とコーヒー、紅茶又はハーブティー 



                  

 

＜梅澤幸生氏プロフィール＞ 

1971年  静岡県生まれ 

2003年  ｄｏ陶芸館にて佐藤和彦氏に師事 

2005年  ｄｏ陶芸館非常勤講師として着任 

2008年  自宅に工房を構える 

2009年  原宿 陶画舎ポーセリンアーティスト認定 

2010年  新宿 京王百貨店にて個展（～２０１３年） 

       湯河原 童にて作品展示（以降毎年） 

       北鎌倉たからの窯非常勤講師として着任 

2011年  銀座 工芸「いま」にてグループ展 

       横浜 ギャラリー「卯甲」にてグループ展 

       熱海市立泉小中学校 50周年記念事業 陶板「未来につづく 50の手形」製作 

       NHK趣味講座 赤絵付け講座担当 

2012年  銀座 工芸「いま」にて３人展 

       藤沢 「さいか屋」にてグループ展 

2013年  北鎌倉「陶藝館」にて個展 

       北鎌倉たからの庭ギャラリーにて個展 

2014年  千葉 そごうにてグループ展 

       日本橋 三越本店にて個展 

2015年  大阪 三越伊勢丹にてグループ展 

       新宿 伊勢丹にてグループ展 

       熱海 陶芸工房「doka土火（どかどか）」主宰 

2016年         新宿 京王百貨店にて作陶展 

              日本橋 三越本店にて作陶展 

 

「ホテル ミクラス」について                                            

「ホテル ミクラス」は、熱海サンビーチ目前という絶好のロケーション
に位置するスタイリッシュな温泉リゾートホテルです。自家源泉「大月の
湯」は江戸時代には徳川将軍家にも献上された名湯として知られ、メタ
ケイ酸豊富な「美肌の湯」として親しまれています。相模湾を一望できる
展望露天風呂からは、水平線を昇る太陽や、年間 10 数回開催される
熱海名物の海上花火をご覧いただけます。オーシャンビューの露天風
呂や静岡県産の旬の食材や有機野菜をふんだんに使用したフランス
料理、完全個室での極上のボディトリートメントなど、全てが癒しと寛ぎ
に満ちています。至福の空間をお楽しみください。 

 

【 所 在 地 】 静岡県熱海市東海岸町 3-19   

【 施 設 規 模 】 客室数：62室  収容人数：196名 

【 温 泉 】 大展望露天風呂（女性浴場 8階・男性浴場 13階） 

【 そ の 他 施 設 】 ダイニング、カフェ、バー、スパ 

【 交通ア クセ ス 】 ≪電車≫JR東京駅より 東海道新幹線こだま利用 46分 

      JR熱海駅下車。徒歩 12分（タクシー5分） 

≪ 車 ≫東名高速道路→厚木 I.C→小田原厚木道路→ 

      小田原→国道 135号線 （厚木 I.C より約 60分） 

【 U R L 】 http://www.micuras.jp 

【 電 話 番 号 】 0557-86-1111（代表） 

【 経 営 】 オリックスグループ 株式会社杉乃井ホテル 

 


