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口客室/77室           ■ご夕食/宴会場会席料理

■収容人数/350名様        ■こ朝食/夕食と同会場和朝食

■7F展望大浴場「天辺の揚」    ■館内設備/女性のお客様おもでなし

lF庭園露天風呂「天地の湯」     (チエツクイン時、色浴衣のサービス

■宴会場/              露天風呂天地の湯シャンプーバイキング)

2F天心の間最大220名様(7分割対応)lFカラオケバー「天晴」でプラネタリウム鑑賞7J

2F小宴会場20名様×2部屋      できます(無料、16:00～、1630～、1700～

10名様×3部屋            3部 制実施不可日もあります。コーヒーラウンジ

lF天の厨花と星オープンキッチン   カラオケルーム2ヶ所・カラオケ′■

レストラン40名様以上で貸切し提供  (天晴でプラネタリウム鑑賞あり)

畳にイステリ 〕レ宴会可(160名 様まで)※全館禁煙llF・ 2Fに喫煙コーナーあり)

鰊警普[憂鼻騨‐

■客室/232室 (「雪月花」標準タイプ48室 「能登渚亭」7喧,「能登客殿J40室 )

日収容人数/雪月花(標準タイプ)288名様・能登渚亭397名様 能登客殿208名様

■大浴場/男性1ケ所 女性2ヶ所(男女共に露天風呂サウナ有)午前5時～深夜1時

“

宴会場/和宴会場400席可、その他中小宴会場多数有

■ご夕食/和宴会場(コンベンションでのテ 71レ宴会可)・和会席、イステーカレ宴会可

※高椅子高御膳。

'羊

宴会(要相談)畳にテづ ,レ宴会可(要相談)

■こ朝食/夕食会場と同じ和朝食
■館内設備/シアタークラブ「花吹雪」カラオケ酒場3店舗・カラオケ&ダンス唱陀羅」
バー「しぐれJ・居酒屋「メインダイニング四季亭J20:30～ 0100※ 20時以降、あえの風ヘ

の送迎′ヽス有、館内利用可(但し貸切等で利用不可日程も有)

■客室/171室 (本館106室 能登倶楽部30室・ガーデン能登屋35室 )

■収容人数/817名様(本館640名 様 能登倶楽部94名様 ガーデン能登屋83名様)

■大浴場 ■宴会場/360～400名 様(座布団のみ)

日ご夕食/宴会場 不日会席、洋宴会場可
■ご朝食/レストラン宴会場又は食事処、バイキングまたは和朝食(選べません)

■館内設備/カラオケBOX(10名 様定員×1室 30名様定員×1室 )

室料時間制、料金異なります。ラーメンコーナー ゲームコーナー

温泉卓球 足つはマッサージ エステサロンX禁煙希望の方は消臭対応

■客室/38室
■収容人数/200名様
■大浴場・展望露天風呂

貸切家族風呂
■200畳

自ご夕食/宴会場 金沢の旬を盛り込んだ

懐石料理、畳にテーカ レ宴会のみ

■ご朝食/夕食会場と同じ・和朝食

■館内設備/の ラブ「湖月J

貸切ラウンジ「ひようらんJ

×全館禁煙

口季折々の能登半島 セ尾湾の海を一望できる宿

加貨屋館内ならではの伝統工芸美術品もお楽しみください

||■ ||



哀鯰爵邸炒 女輔松替で
「―泊二湯十ソヽゆめぐりJを お楽しみ頂けます。 隋‡菫鷺、動粋ぃぁ舗。
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3F「悠幻の湯殿J         ■館内設備/クラブ「燈星Jコーヒー

■宴会場/天恵の間400名様(座イスなし)ラウンジ カラオケボックス(6ヶ所)

■ご夕食/宴会場・会席料理、

洋宴会 畳にテーカレ(指定不可)

■ご朝食/宴会場・和朝食(7/23～ 8/22

ご宿泊のお客様の翌朝はバイキング)

娯楽室・めん処.売店・ゲームコーナー

ガーデンブール(夏季7123(木
)～8/23(日 )まで)

■ご夕食/宴会場・和食会席、

畳にテー功 レ宴会可
日ご朝食/レストラン・バイキング
■館内設備/二次会場3ヶ所、

カラオケBOX3ルーム・エステ・売店

夜食処・喫茶ラウンジ

※禁煙フロア有・共有喫煙スペース有

口客室/86室
■収容人数/500名様
■大浴場 露天風呂・貸切露天風呂 (3ヶ 所)

■宴会場/400畳 (480名様)・ 100畳・80畳他
■ご夕食/宴会場
■ご朝食/宴会場
■館内設備/コンベンションホール カラオケラウンジ・和食処

浜名湖を一望できる温泉泳館。
稔あわら温泉グランディア芳泉出 攀 ::|

山水館欣龍

■客室/31室
■収容人数/150名様
■大浴場 (内風呂・露天風呂)

■宴会場′/80名 様

■ご夕食/宴会場・和会席、

畳にテ 7レ宴会可 (50名 様まで)

●こ朝食/宴会場・和朝食
■館内設備/ラウンジ・カラオケルーム

謳蜃

(和室・和洋室136室 洋室20室 )

■収容人数/700名様
■lF「九谷の場処J「滝見の湯屋J

280名 lf(座イスあり)

祥雲の間180名様(座イスあり)

イス テーカレ宴会350名様、大小合わせて29会場

ら やすらぎ多彩 新・和風の作まい

■客室/115室
■収容人数/500名 様
田大浴場 (大 風呂・ひのき風呂

寝湯 サウナ・露天風呂)

■350畳450名様、130畳 100名様
120畳 90名様他

■客室/156室



鍼 :
舘山寺サゴ…ロイヤルホテル↓
地上40メートルの屋上に広がる露天風呂「飛天Jか ら
眺める景色は 浜名湖随―の絶景です。
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勒 水軍伝説の風薫 宿花乃丸 出
律象もヽ 森警実暴倉資を所有。証轟嬢麹磯

日客室/96室 (10畳和室6ア室
ツイン洋室5室・6畳和室5室

和洋室4室 15畳和室2室

大部屋8室 デザイン和室5室 )

■収容人数/450名様
■男女大浴場。屋上露天風呂

(各時間帯にて入替あり)

■宴会場/大宴会場350畳300名様

中宴会場154畳 100名 様

■ご夕食/宴会場 和会席膳、

畳にテーカレ宴会可(200名 まで)

■ご朝食/レストラン

(人数により会場変更あり)・ バイキング

■館内設備/カラオケサロン 夜食処

ラーメンコーナー「海風土」
lFロ ビー売店

※一部客室以外全館禁煙

(喫煙コーナーlFロ ビーに有)

今後残りの客室も全室禁煙化予定
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■客室/48室 ■ご夕食/宴会場。会席料理

畳にテ /1レ宴会可
■ご朝食/広間・バイキング
■館内設備/クラブ「波楽磯J80名 様
×ロビー・食事会場禁煙

■収容人数/290名 様
■大浴場 (内風呂・露天風呂)

貸切露天風呂
■宴会場/300名 様

鰊忙徊 黒ギ督… 蜀 :絣 デンホテル焼岳dL
せいろ蒸しいろり会席

■客室/246室
(飛泉閣または山水閣利用)

■収容人数/1150名 様
■野天風呂・展望大浴場

下留の湯の男女各3ヶ所
■宴会場/和宴会場600名様

洋宴会場650名様

■こ夕食/宴会場・会席料理、洋宴会可
■ご朝食/宴会場又はレストラン

バイキング・和朝食 (当方―任)

■館内設備/会議室 クラブ カラオケボックス
エステ 売店・ロビーラウンジ
※毎日17:00よ り館内ツアーを実施

グレードアップ「臨ナ1閣 Jブランもこさいます

■客室/85室 (和室68室 洋室17室 )

■収容人数/374名様

■男女別内風呂男女別露天風呂

男女混浴露天風呂.貸切露天風呂
E宴会場/「石楠花J384名 様
「黄栞J144名 様

日ご夕食/石楠花または黄葉

温泉せいろ蒸しいろり会席

イステ→ 、レ宴会可
■ご朝食/石楠花または黄栗・和朝食
口館内設備/カラオケボックス「カラオケ列車J

※全客室喫煙、禁煙希望の場合消臭対応



■客室/169室 ■収容人数/1025名 様
■大浴場/野天風呂・無料貸切風呂 貸切風水家族風呂 貸切風水貝殻家族風呂

■宴会場/大小合わせて33室 (大宴会場430名様・300名様)

日ご夕食/洋宴会場、洋宴会、洋宴会200名様・畳にテー功 レ宴会320名様
■ご朝食/ダイニングor東風と海・バイキング

■館内設備/売店・プティック・コーヒーショップ・カラオケルーム

カラオケスナック・夜食処・リフレクスルーム・マッサー功 レーム

ゲームコーナー・麻雀ルーム 岩盤浴 色浴衣レンタル・ダイニング

展望回転レストラン他 X客室禁煙 (喫煙室あり。予約時にご確認下さい)

グレードアップ「嬉春亭Jブ ランもこさいます

r41園荘保津川亭
11男女あわせて8つの露天風呂を有する大きな大浴場を
｀
散策気分でお楽しみください。

砕 |
風待ちの湯 福寿荘
舟で行く ハートアイランド(離島)の温泉宿。

ヨ客室/65室 ■収容人数/362名様
E庭園露天風呂(風待ちの湯.男女入替制)・展望大浴場「志摩の湯」「的矢の湯」
E宴会場/大宴会場160畳 (4区画)200名 様・112畳 (3区画)100名様・6畳 (3区画)

■こ夕食/宴会場・会席、畳にテーカレ宴会可
■ご朝食/宴会場 和朝食
■館内設備/く らぶ「風待舟J・ 和食処「花暦J・ エステ「アーユルヴI―ダーJ

喫茶。売店・貸切露天風呂X喫煙可

海月館
大阪港を―望できる素晴い ロヽケーションをお楽しみ下さい。

■ご夕食/宴会場 禾日会席、畳にテーカ レ宴会可
■ご朝食/食事処 ′ヽイキング

(場合により宴会場にて和定食)

■館内設備/卓球 (有料)・ ビリヤード(有料)

ゲームコーナー

カラオケBOX(ス タンダード3RデラックスlR)
※全館Wi Fi完備・全館共有スペースは禁煙

■客室/56室
■収容人数/300名様
■大浴場・露天風呂・ジヤグジー

ミストサウナ・貸切風呂
■宴会場/200名 様

■ご夕食/宴会場・京風会席、洋宴会

畳にテーカ レ可 (数に限り有)

■ご朝食/宴会場 (他団体と相席、団体
ことに島をつくってセット)・ 和朝食

■館内設備/クラブ「マドンナJ

カラオケボックス

■客室/72室
■収容人数/380名様
E露天風呂 サウナ
■宴会場/180名様

畳にイステ /1レ宴会可



ホテルニュー7ワジ(夢大地)↓
海の絶景と海辺の湯めぐりが愉しめる宿 .

■かつうら御苑 出
袢々が宿る口李を彩る熊野の山々 碧く透き迪った

'1智
湾

紺碧のlt野灘に面しむ地よい潮風とAll騒 の音に,こ痴される風光明媚な
海ユのお宿.滝見力湯隧 天岩風呂Jか ら世界遺産に登録され
ミシュランガイドニつこに認定された日本―の名盪 郡智の大滝を眺望.

自良荘グランドホテル
名所「台良浜」の日の前にたつ絶景温泉と料理自慢の宿。

■客室/100室 口収容人数/480名様
自大浴場・露天風呂、男女各lヶ所入替制 (15:00～25100/翌5:00～ 9:30)

■宴会場/最大200名様 (和宴 洋宴)

■ご夕食/和式イステーカ レ120名様・和食会席、洋宴会・畳にテづ )レ可
■ご朝食/夕食と同会場・和朝食
■館内設備/二次会カラオケルーム10名様90分、飲み放題20100～23100

ラウンジ夜間アルコール夜食あり15:00～23:00、 ア:00～11:00

売店15:00-z2:00、 ア:00～ 11:00、 エステルーム1600～23:00
×″1か ら全館禁煙

口客室/89室 ■収容人数/350名様
■滝見乃湯「檜風呂大浴場J男女各lヶ所・「露天岩風呂」男女2ヶ所
貸切風呂「家族風呂」1ケ所

■宴会場/大宴会場「宴の間」和膳210名様
イステ /レ形式110名 様 (3分割可)・ 中宴会場「舞の間J和膳160名様
イステ→ 、レ形式100名様 (2分割可)・ 中宴会場「琥珀の間」和膳80名様
イステ /1レ形式60名様 (2分割可)

■ご夕食/宴会場・和会席、畳にテづ ,レ宴会可
■ご朝食/レストラン・和洋バイキング
■館内設備/二次会場 スナック「沙波裡J座席20名様
サロン「満点星J座席30名様・パブラウンジ「嵯峨J座席45名様
(各店営業時間20100‐24100)

※喫煙場所 :客室、1階喫茶「ハイビスカス」横に喫煙コーナー

■客室/117室
口収容人数/ア20名様
■「淡路lll田の湯J

「くにうみの湯」

貸切露天風呂「夢風泉」
8F対応家族風呂

■宴会場/最大宴会場300名様

■ご夕食/宴会場 会席料理
■ご朝食/宴会場・和朝食
口館内設備/ラ ウンジ「ハイビスカスJ

夜食処「′,レ淡道」・売店「島じまんJ

喫茶「シーカ レ」
エステコーナー「こもえJキッズルーム

ゲームコーナー・屋外プール
※一部禁煙客室あり、宴会場内禁煙になる

予定 (条 例による)

■1lIIRI濡∝脚シモ旭
チ「帰るJ場所 そして「いつもの」場Fliに 。

田客室/162室
■収容人数/o00名様
■大浴場「海の湯」
浴場「波の湯J

露天風呂「三段の湯J

■宴会場/
12ヶ 所最大300名様

■ご夕食/宴会場。会席、イステ /レ宴会可
■ご朝食/1F「 bythe oceanJ・バイキング
■館内設備/「KON BARJ「 プレイルームJ

「サロンクラシア」町ETT BAK[RY&CAFEJ
「カラオケエンジョイ」
※禁煙ルームー部有

(ア ップグレード客室)



ホテルベルヴェデーレ
ホテルから見下ろす眺望は南紀随―です。

■客室/38室     ■こ夕食/畳にテーカレ宴会可

■収容人数/187名様 ■こ朝食/レストラン・バイキング

■大浴場       ■館内設備/スナック カラオケルーム

■宴会場/180名様  ※全館禁煙

三朝館
約千坪の日本庭園と十二趣の湯拠が愉じめる宿。

■客室/81室     ■む夕食/宴会場、洋宴会

E収容人数/350名様      畳にテーカ レ宴会可
■大浴場・露天風呂  ■ご朝食/レストラン・宴会場
■宴会場/200名        (バ イキングまたは和朝食)

イステーカ レ宴会可 ■館内設備/ラウンジ70席

朝

二三朝薬師の湯 万翠楼 出
二朝温某シンボルとも言える二朝大橋と二朝葉師の場。″翠楼「お葉
lTヽ まの湯1茶富無声庵」を設計した近代日本を代表する建築家 式ロ

エー先生と人間国宝の海津弘吉のカエした●結ある旅館です。

塁iラJ壌ラ尋景が誘ぅぅるわいヽ時間とのぬヽ

■客室/44室 ■収容人数/254名様
口「お薬師さま乃湯J大浴場男女各2ヶ所・露天風呂男女各2ヶ所

貸切風呂「真珠の湯」1ケ所
■宴会場/大宴会場「大判Jヽ判」最大収容和膳130名 様

イステ→ レヽ60名様他 夫小7ヶ所
■ご夕食/宴会場・和会席、畳にテ 7レ宴会可 日ご朝食/宴会場・和定食
■館内設備/二次会場「桜蘭」座席55席 (2000～2300※要予約)

カラオケルーム「葵J座席15席 (20100～23:00)※ 喫煙場所 :客室、玄関

■客室/79室 (華水館71・ 湯賓館8)■収容人数/350名様

口大浴場・露天風呂・貸切露天風呂
■宴会場/「桜の間J200名様・「藤の間J90名様他
■ご夕食/宴会場 和会席、イステーカ レ宴会可 ■ご朝食/宴会場・和朝食

■館内設備/2次会場「花暦」50名様・「洋蘭」35名様・「浜木綿」24名様
メインバー「プラジユ」・夜食処「めん麺亭J・ エステ&ア ロマテラビーサロン
×客室は4月 より全室禁煙、宴会場は全て禁煙

皆生グランドホテル天水の設定もこさいます

tr



■客室/30室 ■収容人数/130名様
■大浴場「勇ntl」 男性lF。「美船」女性2F露天風呂

※共に加水式源泉かけ流し

■宴会場/90名様 (4分割可)

■ご夕食/宴会場・会席料理、洋宴会40名様 畳に高膳高イス50名様
■ご朝食/宴会場・和朝食
■館内設備/ラウンジ「クラブ彩波」40名様
カラオケルーム「山彦」「海彦」各15名様
※全館禁煙、lF喫煙室で喫煙

■客室/55室
口収容人数/250名様
■大浴場 (温泉)・ 露天風呂 (温 泉)

各男女lヶ所
■宴会場/180名様

■で夕食/宴会場・和会席、洋宴会可
畳にテリ ,レ宴会可

■ご朝食/宴会場・和朝食
■館内設備/ク レイン倶楽部 (二 次会)

蝙 曇埋蜃齊月:E RESORT風
籠 ↓

G日 :鷲羽ハイランドホ列レ)

沃然温泉の宿。 嘲魏蝙盤躍Fえ声春閣

■客室/36室 (鯛豊楼)

■収容人数/200名 様 (鯛豊楼)

田大浴場 (天然温泉)男女2ヶ所
■宴会場/和宴会180名 様・和宴

(イステーカレ)100名様
洋宴会300名様

■ご夕食/宴会場・会席料理
イステーカレ宴会可

日ご朝食/レストラン バイキング
■館内設備/カラオケ30× 2ヶ所 (各 15名様)

※通路・ロビーは禁煙

宴会場。お部屋(鯛豊楼)は喫煙可

■客室/84室
■収容人数/480名様
■大浴場 (―ノ湯・ニノ湯)

貸切露天風呂 混浴風呂
■宴会場/262名様

01の字8本・座イス無)

■ご夕食/宴会場または食事処・和会席
イステ 7レ宴会可 (80名 様)

日ご朝食′食事処または広間、バイキング
または和朝食 (選択不可)

■館内設備/二次会「フロールJ「ペシェJ

三次会「夜食処花車」



鸞ホテル鴎風亭
薫i COIGO!山 陽 鶴風亭へ。

■客室/43室 ■収容人数/225名様

口大浴場・露天風呂 屋上展望露天風呂 屋上貸切風呂(有料)

■宴会場/「羅針盤J225名様 (=分割可)「七島J90名 (三分割可)

■ご夕食/宴会場 会席、洋宴会可・畳にテ→ レヽ宴会可 (70名 様まで)

日ご朝食/宴会場・和朝食
口館内設備/クラブ「マリタイムJ2時間飲み放題 (5名様以上)

バーティールーム「スターボードJ(8名様まで)

「ラーボードJ(18名 様まで)

焼酎またはウイスキー1本 ミネラル5本・乾き物
×館内禁煙 (特別室他20室禁煙)、 宴会場は禁煙

■客室/讃水館188室・飛天館3ア室

■収容人数/讃水館912名様・飛天館207名 様
■讃水館大浴場・朝夕男女入替制、飛天館大浴場は飛天館専用
■宴会場/讃水館300名様、飛天館144名様 イステ→ レヽ宴会可
■ご夕食/宴会場 禾口食会席、洋宴会可 畳にテ 7レ宴会可
■ご朝食/和朝食またはバイキング (会場指定不可)

■館内設備/エステ・カラオケホール カラオケルーム・居酒屋 喫茶 売店

ゲームコーナー プール (屋外夏季のみ)

※全館禁煙 (館 内に喫煙ブースあり)

|■|■■
‐道後舘

名建築家 黒力1紀章設計による江戸情緒と

現代感覚が調釉したわ風旅館。

口客室/90室
■収容人数/473名様
■大浴場 (露天風呂
サウナ・寝湯・うたせ湯)

■宴会場/200名様

(高座の場合250名様)

■ご夕食/宴会場・会席料理、畳にテーカ レ宴会可

■ご朝食/宴会場。和朝食
■館内設備/カラオケラウンジ カラオケボックス
エステサロン 売店・喫茶・湯上り茶屋

×2020年均弓から全館禁煙 (喫煙ブース有)

■収容人数/550名様
■大浴場 (天 然温泉)

三翠園
高知城下の天然温泉 山内家ゆかりの宿。

■ご夕食月日室宴会場・団体皿鉢会席
(工事期間中に伴い変更あり) 畳にテー功 レ宴会可

■ご朝食/ク ンヾケットホール・バイキング
■館内設備/ラ ウンジ(50～ 60名様)

■宴会場/160名様休日宴会場)他数ヶ所あり



非日常の贅沢ランチをどうぞお気軽に

設定期間:2020年 4月 1日～2020年 9月 30日
(設定除外日18/8～ 8/15)

利用条件:8名様以上利用

京都お沐イ業撼同組合  ξ)協 同組合大阪府ネ lT業協会  唱争兵凛県旅行業協曰組合

若狭みかたきらら温泉 il<HfiU薇
鋼

サンホテルやまね ↓ 鍼
一

伊基ふそら|まし
'ニ

トキの社↓

水月湖に面した風光明媚なホテル。空・山・湖が箱庭のよう

にセットになった自然あふれる景色の中で優雅な昼食を。

蟷
様

鷺暑凸1優 盆鯰蝙虫都不
お'|ゴ  離れ、静かな高原でのんびりとした休日をお過ごしください。

悪 疵

3つの宴会場があり、会議や総会、講演会、食事等、多種多様
にご禾J用 いただけます。(コ ンベンションホール :収容270名

様、葵の間:90名様、平安の間:収容フ0名様)

●ご案内●

※設定除外日がある場合がこざいます。

詳細は各旅行会社へお問い合せください。

※掲載の料理写真はすべてイメージです。季節により内容や器が

変更になる場合もこざいます。あらかじめと了承ください。

※めマークは温泉のこ入浴をお楽しみ頂ける施設となります。

腑ア1蘊忙 轟2翁退
〒603-8442京 都 市 北 区 紫竹 西 野 山 東 町 25
TEL(075)493-0333/FAX(075)493-0334
E― mail:ai―rex.trv@hop.ocn.ne.ip
httpブ/www癬

君筆揚答密 %村 佳史

禁 ‐

広大な敷地内には宿泊施設と様々なレクリエーション施設

があります。伊勢神宮へ車で15分と好立地。



↓鳥居茶屋 真々庵
京都の奥座敷の貴船の川床は、

市内にくらべ約10ても気温が涼しいです。

おもてなしの宿 渓山闇
三都の奥座敷「湯の花温泉」に停む真心のおもてなしの宿。

奥伊根温泉 油屋(本館)
↓

丹後半島刷 との漁港の町、伊根鴫 高台にひつそりと停む一軒宿。地元
で水揚げされた旬の幸と名湯百選に選ばれた源泉かけ流しの温泉を
お楽しみくださし、

淡路島うずしお温泉うめ丸くし
鯛の宿で活造りと美人の湯。

出
和歌山加太温泉 カロ太海月
目の前に広がる紀淡海峡の絶景をお楽しみ下さい。

全客室より紀淡海峡が一望できます.宴会場は最大300名 収容可能です。


