
京都府旅行業協同組合 協同組合大阪府旅行業協会 兵庫県旅行業協同組合

設定期間：２０２２年４月１日～２０２２年９月３０日

利用条件：８名様以上定員ベース利用
（設定除外日：８/１１～８/１５）
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プラン OATA

兵旅

京りょ

得HOKHyogo
Osaka
Kyoto



京都

大阪
神戸

おすすめ
の

お宿
ラインアッ

プ

※写真はすべてイメージです。季節によりお料理や器が変更になる場合があります。

※　　  は温泉のご入浴をお楽しみいただける施設です。

京旅協が厳選したお勧めのお宿です。
8名以上のグループ様から
団体様までご利用いただけます。
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「心の館」「心の館」お部屋グレードアップ
「天の館」
お部屋グレードアップ
「天の館」

■客室／77室（天の館43室、心の館34室）　■収容人数／380名様
■7階:大浴場、1階:露天風呂･足湯
■宴会場／大宴会場220名様（7分割可）。テーブル140名様分。
　小宴会場28畳×2部屋
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／カラオケバー･コーヒーラウンジ･カラオケボックス（2ヶ所）･
　めん処（夜食処）･売店　※プラネタリウム会場･2次会処カラオケバーは、
　コロナ感染状況により営業スタート検討。

長野
甲信越

■客室／総客室数232室（雪月花（標準タイプ）48室･能登渚亭74室）
■収容人数／雪月花（標準タイプ）288名様/能登渚亭397名様
■男性大浴場1ケ所･女性大浴場2ケ所（男女とも露天風呂、サウナ有り）
■宴会場／大宴会場 最大400名様、その他 中･小会場多数有り･
　コンベンションホール有り
■ご夕食／宴会場又はレストラン・会席料理
■朝食会場／夕食と同会場　ご朝食内容／和定食
■館内設備／シアタークラブ･クラブ･バー･シガーバー･カラオケ店（2ヶ所）･
　コーヒーラウンジ･めん処･売店･娯楽室

石川
北陸

■客室／156室　■収容人数／700名様
■大浴場･露天風呂=1F九谷の湯処、滝見の湯屋、3F悠幻の湯殿　貸切風呂=ナシ
■宴会場／大宴会場:天恵の間400名様（4分割可）他、大小29会場あり等
■ご夕食／宴会場･会席料理　
■ご朝食／宴会場･和朝食
　（夏休み一部期間バイキング予定※社会情勢により和定食の場合もございます）
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･カラオケボックス（5ヶ所）･娯楽室･めん処･
　売店･ゲームコーナー･ガーデンプール等（営業状況はお問い合せください）

山代
石川
北陸
ゆのくに天祥
趣の異なる3つの大浴場を男女時間帯入れ替えで
『一泊三湯十八湯めぐり』をお楽しみ頂けます。

和倉

加賀屋（雪月花・能登渚亭）
伝統のおもてなし。加賀屋で過ごす最良のひとときを、
ごゆっくりとお寛ぎください。昼神

昼神グランドホテル 天心
天の恵み豊かに、心のこもったおもてなしを致します。
（心の館）

イメージイメージ

ゆのくにの森ゆのくにの森

山中

翠明
お風呂自慢のお宿。豊富な湯量とゆったりとした浴
室でのひと時をお楽しみください。

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月2・9・16・23日、5月14・21・28日、
6月4・11・18・25日、7月2・9日

■客室／81室　■収容人数／480名様
■大浴場･露天風呂･貸切風呂3か所
■宴会場／大宴会場450名様（2分割可） コンベンションホール520㎡･100帖他
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場　和朝食
■館内設備／コーヒーラウンジ･カラオケホール･和食処･売店･ゲームコーナー

石川
北陸

一般客室夕食イメージ一般客室夕食イメージ

露天風呂付客室夕食イメージ露天風呂付客室夕食イメージ

※カニ足は酢の物に、その他多少変更になります。※カニ足は酢の物に、その他多少変更になります。

露天風呂付客室（一例）露天風呂付客室（一例）

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月1～15日、6月1～30日 DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。

2022年4月1日～7月14日、9月1～30日の月曜日～木曜日
（祝日除く）

イメージイメージ

料理は春料理（イメージ）料理は春料理（イメージ）

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月1日～7月14日の月曜日～木曜日
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新平湯

奥飛騨ガーデンホテル焼岳
国内でも希少な超深層水温泉と自慢の温泉せいろ
蒸し囲炉裏会席をお楽しみください。三国町

東尋坊温泉 三国観光ホテル
歴史と日本遺産の街　
美しい夕日を眺める丘の一軒宿です。

あわら

まつや千千
北陸最大級の源泉大浴場･大露天風呂が自慢！
本館ゆうゆう館は2021年リニューアルオープン！

福井
北陸

岐阜
東海

イメージイメージ

■客室／120室　■収容人数／600名様　■大浴場･露天風呂
■宴会場／大宴会場250名様（3分割可）他、15会場あり等
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･カラオケボックス（3ヶ所）･売店　

■客室／97室　■収容人数／392名様
■大浴場･露天風呂･和畳の湯･サウナ　※男女同一サイズ
■宴会場／大宴会場160名様（３分割可）他、洋宴会場300名等
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／特設会場･バイキングor和朝食
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･お好みコーナー･麻雀室･売店･
　ゲームコーナー･ガーデンバーベキュー･会議室

福井
北陸

■客室／85室　■収容人数／374名様
■大浴場･露天風呂･貸切風呂⇒あり　※貸切露天風呂は有料／当日予約
■宴会場／大宴会場384名様（16分割可）他、会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／カラオケボックス（貸切4ヶ所･ラウンジ１か所）･売店･レストラン

イメージ※そばの実雑炊は４人前イメージ※そばの実雑炊は４人前

イメージイメージ

あわび付会席あわび付会席 ※掲載のお料理はすべてお一人様盛りです。
※時節･ご人数などにより料理･器など

多少の変更はご容赦ください。

※掲載のお料理はすべてお一人様盛りです。
※時節･ご人数などにより料理･器など

多少の変更はご容赦ください。

温泉せいろ蒸し囲炉裏会席温泉せいろ蒸し囲炉裏会席

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月1日～6月30日・9月1～30日の月曜日～木曜日

あわら

伝統旅館のぬくもり 灰屋
明治17年創業以来、大切にし続けてきた和の寛ぎと
季の趣あふれる純和風のお宿。

イメージイメージ

■客室／50室　■収容人数／200名様　■大浴場･露天風呂･貸切風呂
■宴会場／大宴会場200名様（2分割可）他、イステーブル対応可
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･カラオケボックス（2ヶ所）･
　会議室（100名様）･売店

福井
北陸

基本プラン基本プラン

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月1～27日・6月1～14日

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。

①2022年4月1～30日･5月7日～7月15日･9月1～16日
②2022年7月1日～8月31日（8月11～15日は除外）

お部屋グレードアップ 
令和4年3月リニューアル ガーデンスイート和洋室「観月亭」もあります

和畳の湯和畳の湯

4



下呂

水明館
名湯下呂の湯をサウナ付大浴場・野天風呂や
展望大浴場でお楽しみ下さい。

岐阜
東海

鳥羽

しんわ千季 戸田家
おかげさまで創業190年。
これまでも、そしてこれからも。

三重
東海

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年5月9～12日･6月20日～7月14日の
月曜日～木曜日（平日）

■客室／246室　■収容人数／1,150名様　■大浴場･露天風呂･貸切風呂
■宴会場／和宴会場600名様･洋宴会場650名様（2分割可）他、計25会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食orバイキング
■館内設備／クラブ･ロビーラウンジ･カラオケボックス（6ヶ所）･エステ･
　めん処･売店･ゲームコーナー･室内温泉プール
　※全館禁煙（館内に喫煙ブースあり）

※お料理は月替りの為イメージになります。※お料理は月替りの為イメージになります。

■客室／嬉春亭55室･南館115室
■収容人数／1,025名様（嬉春亭390名･南館635名）
■大浴場･露天風呂･貸切風呂･温泉村･足湯
■宴会場／大宴会場450名様（3分割可）他、23会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食orバイキング
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･カラオケボックス･麵処･麻雀室･
　売店･ブティック･ゲームコーナー･ドクターフィッシュ･
　お子様向けボルタリング･水中ミュージックプール（夏季）ほか

イメージイメージ

※お造り/大皿盛りは個人盛りになります。※お造り/大皿盛りは個人盛りになります。

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。月曜日～木曜日（平日）

長良川

長良川温泉 ホテルパーク
金華山のふもとに佇む宿。展望露天風呂からの
岐阜城、長良川景色は絶景です。

岐阜
東海

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月～6月の月曜日～木曜日（平日）

■客室／76室　■収容人数／430名様　■大浴場･露天風呂
■宴会場／大宴会場250名様（4分割可）他、会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理
■ご朝食／レストラン･和朝食orバイキング※指定不可
■館内設備／喫茶･売店

イメージイメージ

南館ご利用（基本プラン）南館ご利用（基本プラン）

嬉春亭プランもあります

わたかの

風待ちの湯 福寿荘
船で行く･ハートアイランド（恋人の聖地に認定）
おだやかな的矢湾に浮かぶ和の風情溢れる宿。

■客室／66室　■収容人数／319名様
■展望大浴場（男･女）･庭園露天風呂（男･女）サウナ･貸切風呂（2ヶ所）
■宴会場／大宴会場160名様（4分割可）他、8会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･売店･ガーデンプール･エステコーナー

三重
東海

伊勢海老お造りと松阪牛肉鍋伊勢海老お造りと松阪牛肉鍋 イメージイメージ

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年6月1～30日迄の平日（月曜日～木曜日）
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■客室／86室（和室26室、洋室36室、和洋室24室） ※全てバス･洗浄機付きトイレ付
■収容人数／350名様　■大浴場･露天風呂
■宴会場／大宴会場200名様（2分割可能：120名様･79名様）※椅子･円テーブル宴会　
　可能 ※コロナ対策により、通常の半分を定員の目安にしております。
■ご夕食／和食会席・宴会場
■ご朝食／和定食・レストラン　※本来バイキングもコロナ対策で和定食対応
■館内設備／カラオケラウンジ･カフェラウンジ･売店･卓球場･会議室･
　あんま師手配･カイロプラクティク手配･麺処（土曜日のみ）･プール等　
　※コロナ禍では、宴会中のカラオケの使用・二次会場・カフェラウンジの営業休止
　　および売店以外全て休業しております。

浜島

プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩
夕陽に包まれる優しい空間と波の音に癒される
天然温泉露天風呂で安らぎのひとときを。

おごと

びわ湖花街道
2019年秋、リニューアルオープン！きめ細やかで温
かみのあるおもてなしを感じていただけるお宿です。

滋賀
近畿

■客室／43室　■収容人数／195名様
■大浴場･露天風呂･貸切風呂･サウナ
■宴会場／大宴会場130名様（3分割可）他、1会場あり等
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／コーヒーラウンジ･そば処･売店･マッサージ･
　エステ（エステは事前予約）

岡崎

南禅寺 八千代
市中にありながら、東に南禅寺、西に平安神宮を配し古の
京文化が現在も脈 と々息づく東山の麓に佇む八千代旅館。

京都
近畿

イメージイメージ

■客室／18室　■収容人数／80名様　■大浴場
■宴会場／大宴会場100名様（2分割可）他、お食事処あり
■ご夕食／食事処・京懐石料理　■ご朝食／食事処・和朝食
■館内設備／コーヒーラウンジ
グレードアップ「半露天風呂客室プラン」もあります

三重
東海

イメージイメージイメージ※お造りと火場焼き・手こねは4名様盛ですイメージ※お造りと火場焼き・手こねは4名様盛です

青山

メナード青山ホテル
100万坪の自然たっぷりの環境の中、バラエティに富ん
だ施設で心ゆくまでリゾート気分を楽しんでください。

三重
東海

■客室／34室　※他にホテルシャンベール･コテージスイス村有り
■収容人数／113名様　■大浴場･露天風呂
■宴会場／宴会場最大80名様（3分割可）他、3会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／レストラン･和朝食orバイキング
■館内設備／ゴルフ場･パターゴルフ･テニスコート･陶芸等体験教室･
　ハーブガーデン（春～秋）･エステティック等

イメージイメージ

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。2022年4月の平日

別館客室プラン別館客室プラン

別館客室別館客室

半露天風呂客室半露天風呂客室

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月～9月の月曜日～金曜日（平日）＊除外日を除く

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月1日～7月15日、8月30日～9月21日までの
金曜日･日曜日

イメージ※ご夕食は月替わりの会席料理です。
近江の名工である中川料理長の技が光るお料理が自慢です。
イメージ※ご夕食は月替わりの会席料理です。
近江の名工である中川料理長の技が光るお料理が自慢です。
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湯の花

おもてなしの宿 渓山閣
三都の奥座敷「湯の花温泉」に佇む
真心のおもてなしの宿。 湯の花

松園荘 保津川亭
男女合わせて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。

京都
近畿

イメージイメージ

西村屋 ホテル招月庭
森林に囲まれた五万坪の大庭園。但馬四季折々の
味わいを贅沢に心ゆくまでお楽しみ下さい。城崎

■客室／56室　■収容人数／291名様　■大浴場･露天風呂･貸切風呂
■宴会場／大宴会場200名様（6分割可）他、4会場あり等
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･カラオケボックス（3ヶ所）･居酒屋･
　売店 ※クラブ･カラオケボックス･居酒屋は現在休止しております。

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。2022年7月1日～9月2日

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。期間中の平日･休日のみ

■客室／60室　■収容人数／350名様　■大浴場･露天風呂・サウナ
■宴会場／大宴会場最大180名様　大小12会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理
■ご朝食／バイキング　※現在は感染症対策でお膳
■館内設備／ラウンジ･カラオケボックス（2ヶ所）･めん処･売店

京都
近畿

料理は春のイメージ料理は春のイメージ

■客室／98室　■収容人数／504名様
■大浴場･露天風呂（有料貸切風呂/3カ所有）
■宴会場／大宴会場200名様（4分割可）他、9会場有り
■ご夕食／宴会場・会席料理（9/1～はお料理内容が変更となります）
■ご朝食／和洋バイキング（都合により和定食の場合有り）
■館内設備／二次会場2ヵ所･カラオケルーム6ヵ所･ロビーラウンジ･
　リラクゼーションサロン･ショップ･お食事処･自販機･コインランドリー

兵庫
近畿

兵衛向陽閣
700年の歴史と伝統が宿る有馬温泉の老舗旅館。
兵衛向陽閣ならではのおもてなしをお楽しみください。有馬

■客室／125室　■収容人数／700名様
■大浴場（一の湯･二の湯･三の湯）･露天風呂･貸切風呂
　※一の湯･二の湯は男女入替制
■宴会場／大宴会場280名様（3分割可）他、10名様からご利用頂ける会場～
　様々なご要望にお応えできるよう収容人数の異なる宴会場12箇所有
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和定食orバイキング
■館内設備／二次会場ラウンジ（1ヶ所）･スナック（4ヶ所）･
　リラクゼーション･売店･コーヒーコーナー等

兵庫
近畿

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月～9月の月曜日～金曜日･日曜日
（休前日除く）

イメージイメージ
イメージイメージ

庭の棟庭の棟月の棟月の棟

7



千年の湯 古まん
城崎温泉開湯の宿。外湯めぐりに便利な立地。

城崎
イメージ※お献立は毎月替わります。
その季節でなければならない味、この土地でなければ味わえない味、創作会席をお楽しみ下さい。
イメージ※お献立は毎月替わります。
その季節でなければならない味、この土地でなければ味わえない味、創作会席をお楽しみ下さい。

那智勝浦

かつうら御苑
神々が宿る四季を彩る熊野の山々、碧く透き通った那智湾、
紺碧の熊野灘に面し心地よい潮風と潮騒の音に心癒される
風光明媚な海辺のお宿。滝見乃湯『露天風呂』から世界遺産
に登録されミシュラングリーンガイド三ツ星に認定された日本一の名瀑
『那智の大滝』を眺望できます。

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年6月･7月･8月27～31日･9月の平日･休日･休前日

和歌山
近畿

イメージイメージ

兵庫
近畿

■客室／30室　■収容人数／120名様　
■大浴場･外湯めぐり７ヵ所･貸切風呂
■宴会場／最大80名様（当面の間は最大20名様）イス･テーブル宴会
■ご夕食／宴会場･和会席　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／ナイトラウンジ･売店

■客室／89室　■収容人数／350名様
■滝見乃湯大浴場檜風呂男女1ヶ所･滝見乃湯露天風呂男女1ヶ所･
　貸切風呂1ヶ所
■宴会場／大宴会場『宴の間』和膳最大210名様
　イステーブル式110名様（3分割可）
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／和定食
■館内設備／二次会場（20:00～24:00･スナック『沙婆裡』座席20名様･
　サロン『満天星』座席30名様･パブラウンジ『嵯峨』座席45名様
　※喫煙場所／客室･1F喫茶『ハイビスカス』横喫煙コーナー

ホテルニューアワジ（夢大地）
全室紀淡海峡を望み、海辺の湯めぐりをお愉しみ
いただけます。洲本

■客室／117室　■収容人数／720名様　■大浴場･露天風呂･貸切風呂
■宴会場／大宴会場280名様（3分割可）他、6会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／ナイトラウンジ･コーヒーラウンジ･売店･ゲームコーナー･
　夜食処･プール（夏季のみ）

兵庫
近畿

イメージイメージ

 ※大皿は５名様盛です。 ※大皿は５名様盛です。

淡路インターナショナルホテル

ザ・サンプラザ
四季折々の食材を和食会席料理にておもてなし
させて頂きます。宴会場は300名様収容可能。

洲本

■客室／54室　■収容人数／300名様　■大浴場･露天風呂･貸切風呂
■宴会場／大宴会場300名様（3分割可）他、3会場あり等
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･めん処･売店･ガーデンプール等

兵庫
近畿

イメージ※お造りは4名様盛です。イメージ※お造りは4名様盛です。

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
祝日･休前日以外の月曜日～木曜日
（但し、20名様以上のとき）
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武田伍一教授が設計した三朝大橋は三朝温泉のシンボ
ルでそのたもとに三朝薬師の湯 万翆楼がございます。そ
の武田伍一教授が設計した『茶室無声庵』を湯上り処とし
自家源泉を3箇所所有した『源泉かけ流し』大浴場と露天風呂がご好評頂
いております。存分に世界屈指のラジウム温泉をご堪能下さい。

三朝館
城郭風の建物と約千坪の日本庭園と自家源泉を使
用した源泉掛け流しの温泉が自慢の宿。三朝 三朝

三朝薬師の湯 万翆楼

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年6月･7月･8月27～31日･9月の平日･休日･休前日 DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。

2022年4月4～7日･5月9～12日･6月6～9日･
7月11～14日･9月5～8日

KEY TERRACE 
和歌山白浜の「集う」場所、「帰る」場所、
そして「いつもの」場所に。白浜

HOTEL SEAMORE
SHIRAHAMA

和歌山
近畿

■客室／44室　■収容人数／254名様　■大浴場･露天風呂･貸切風呂
■宴会場／和膳最大130名様　大小10宴会場　畳にイステーブル式宴会可
■ご夕食／宴会場･和会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／ナイトラウンジ『楼蘭』･貸切カラオケボックス『葵』15名様･
　売店･コーヒーラウンジ『翠光』

■客室／81室　■収容人数／250名様　■大浴場･露天風呂･貸切風呂
■宴会場／80名様（和膳orイステーブル）/60名様（和膳orイステーブル）
■ご夕食／宴会場･会席料理
■ご朝食／宴会場バイキング※和定食の場合あり
■館内設備／クラブ･コーヒーラウンジ･売店･ガーデンプール等

鳥取
山陰山陽

鳥取
山陰山陽

「サザエのつぼ焼き」か「クエ握り寿司」いずれか１品付
※ご指示なき場合は「サザエのつぼ焼き」となります
「サザエのつぼ焼き」か「クエ握り寿司」いずれか１品付
※ご指示なき場合は「サザエのつぼ焼き」となります

■客室／162室　■収容人数／600名様
■大浴場･露天風呂･岩盤浴･サウナ（男性のみ）
■宴会場／大宴会場300名様　他11会場あり　高膳高イス対応可
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／レストラン･バイキング
■館内設備／BAKERY&CAFÉ･ラウンジ･カラオケボックス（3ヶ所）･BAR･
　売店･ガーデンプール･マッサージルーム･ゴルフシミュレーター･
　麻雀ルーム･会議室   Wi-Fi 1Fロビーと全客室

すさみ

ホテルベルヴェデーレ
ホテルから見下ろす眺望は、南紀随一です。

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
夏休み（7月18日～8月31日）以外の平日

和歌山
近畿

イメージイメージ花咲花咲

イメージイメージ鳥取和牛鍋付き会席鳥取和牛鍋付き会席

■客室／37室　■収容人数／173名様
■大浴場･露天風呂 男性:ギリシャ風風呂･樽風呂 女性:バラ風呂･ギリシャ風風呂
■宴会場／大宴会場180名様（3分割可）他、コンベンションホールあり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／お食事処にてバイキング
■館内設備／クラブ･カラオケボックス（2ヶ所）･売店･卓球･ビリヤード･
　ガーデンプール等

イメージイメージ イメージイメージ
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こんぴら

ことひら温泉 琴参閣
四季折々のこんぴらさんを一望できる明るいロビーで
皆様をお迎えします。

香川
四国

飛天館プランもあります

皆生 菊乃家
目の前に日本海が広がる情緒溢れる和のお宿。

皆生

佳翠苑 皆美
130余年の歴史で培ったきめ細やかな和のおもてな
しと伝統の味でお迎え致します。玉造

島根
山陰山陽

■客室／30室　■収容人数／130名様
■大浴場･露天風呂（男女共に内湯1カ所･露天風呂1カ所あり）
■宴会場／宴会場･定員15名様
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食
■館内設備／コーヒーラウンジ･カラオケルーム（館外2ヶ所）･売店

鳥取
山陰山陽

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年4月～6月の月曜日～木曜日（平日）

■客室／109室　■収容人数／500名様
■大浴場･1階大浴場（内風呂･露天風呂）･9階展望浴場（内風呂･露天風呂）
■宴会場／大宴会場180名様（2分割可）他最大100名様･8～15名様小宴会場あり
■ご夕食／宴会場･会席料理　■ご朝食／宴会場･和朝食orバイキング
■館内設備／ナイトラウンジ･喫茶ラウンジ･カラオケボックス（3ヶ所）･
　夜食処･売店･ゲームコーナーなど

※4月～9月のイメージです※4月～9月のイメージです

ゆのごう美春閣
岡山県北部（中国道美作IC下車15分）会議･宴会･
2、3次会まで館内手配可。幹事様に優しい宿です。

■客室／222室　■収容人数／1,014名様
■大浴場･露天風呂･サウナ等（讃水館は朝晩男女入替制）
■宴会場／大宴会場340名様（和宴イステーブル250席）他
■ご夕食／宴会場･会席料理
■ご朝食／宴会場･和朝食orバイキング（指定は出来ません）
■館内設備／コーヒーラウンジ･カラオケホール･カラオケボックス･居酒屋･
　めん処･卓球･ゲームコーナー･エステ･売店･屋上プール（夏期のみ）他

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年6月1日～7月15日の平日・休日

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
「早割90」※宿泊日より90日前までにご予約のとき

■客室／84室　■収容人数／480名様
■①大浴場（営業15:00～24:00 ※翌朝男女入替）※大浴場内に敷設露天風呂有
　②貸切露天風呂（2022年1月現在、混浴露天風呂は営業を休止しております）
　　営業15:00～22:00／45分（毎時00分開始）有料　※先着順･要予約
■宴会場／大宴会場:最大260名様（学生の場合300名様程度まで可能）･
　その他にも多数小宴会場あり
■ご夕食／宴会場･お客様高評価のお出汁で食す「すき鍋会席（11品程度）
■ご朝食／宴会場･和食バイキングまたは和定食（お選びいただけません）
　※宴会場またはお食事処（お選びいただけません）
　※新型コロナウィル感染者の状況および当日の予約状況により内容を変更
　　いたします。お客様の様々な御希望があるのは重々承知しておりますが、
　　予め食事内容･食事場所はご選択頂けない旨ご承知ください。
■館内設備／喫茶、売店、夜食処・ラウンジ・
　多目的ホール（会議：スクール形式MAX100名様程度、ダンスホール）

湯郷
岡山
山陰山陽

イメージイメージ

デラックス会席デラックス会席

イメージイメージ

スタンダード会席スタンダード会席

イメージイメージ

イメージイメージ
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※小鍋はカニスキ小鍋・しゃぶしゃぶ
小鍋・ステーキ・海鮮小鍋からチョイス
いただけます

西村屋 白鷲館
城崎西村屋のおもてなしの心、風雅な和の味わい
を伝承して、皆様の信頼にお応えしております。姫路

兵庫
近畿

淡路島うずしお温泉 うめ丸

淡路島
兵庫
近畿

11

高台から見渡す鳴門海峡の大絶景を見ながら、飛
び跳ねる程の新鮮な鯛の活造り料理が味わえる
宿。美人の湯「うずしお温泉」もお楽しみいただけます。

イメージイメージ

久美浜
京都
近畿

調理長力作。ユニットプラン限定の創作会席と滝の流
れる源泉掛け流しの大露天風呂と共にお楽しみ下さい。

久美浜温泉 湯元館

イメージ（チョイス：カニスキ小鍋）イメージ（チョイス：カニスキ小鍋）

イメージイメージ

お気軽小鍋コースお気軽小鍋コース

姫路おでんと穴子膳姫路おでんと穴子膳

イメージ※画像は 4 名盛りです。イメージ※画像は 4 名盛りです。

イメージ※画像は 4 名盛りです。イメージ※画像は 4 名盛りです。

鯛コース（スタンダードプラン）鯛コース（スタンダードプラン）

鯛と淡路牛コース（デラックスプラン）鯛と淡路牛コース（デラックスプラン）

貴船
京都
近畿 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℃も気温が涼しいです。

イメージ※鮎の塩焼きはおひとり様 1匹になります イメージ※鮎の塩焼きはおひとり様 1匹になります 

※川床は、雨天・河川増水時・警報発令時は店内にてのお食事となります

スタンダードプランスタンダードプラン

加太
和歌山
近畿 和歌山加太温泉 加太海月

目の前に広がる紀淡海峡の絶景と、料理長
自慢のお楽しみください。

北近畿一の広さを誇る大露天風呂

久美浜温泉 創作和膳久美浜温泉 創作和膳

久美浜温泉 味彩会席久美浜温泉 味彩会席

山科
京都
近畿

国務大臣大野木秀次郎の自邸として昭和14年に創建、平成
15年より創作料理レストランとして創業。1000坪の敷地は登
録有形文化財にも指定され、四季折々の庭園も楽しんでいただけます。

京都洛東迎賓館レストラン秀岳

イメージイメージ

ランチ デラックスプランランチ デラックスプラン ディナープランもあります
川床プラン
6/11～9/11
※２名様から
ご利用可能です

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

加太会席（スタンダードプラン）加太会席（スタンダードプラン） 紀淡会席（デラックスプラン）紀淡会席（デラックスプラン）



●ご案内●

●お申込み・お問い合せ●

※設定除外日がある場合がございます。
　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
　変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

※♨ マークは温泉のご入浴をお楽しみ頂ける施設となります。

企画・製作：京都府旅行業協同組合

設定期間：２０２２年４月１日～２０２２年９月３０日

利用条件：８名様以上利用
（設定除外日：８/１１～８/１５）

京りょ  
OATA  
兵旅

非日常の贅沢ランチをどうぞお気軽に…

12

京都府旅行業協同組合 協同組合大阪府旅行業協会 兵庫県旅行業協同組合

11

11

イメージイメージ

湾景（デラックス）湾景（デラックス） 旬彩プレート膳（スタンダード）旬彩プレート膳（スタンダード）

イメージイメージ

イメージイメージ

得昼食昼食昼食昼食
プラン

若狭みかたきらら温泉 水月花

三方五湖
福井
北陸

三方五湖・水月湖畔に建つホテル。美しい水月湖
と日本海の新鮮な海幸をお楽しみいただけます。

若狭湾の目の前に建つ、景観自慢・料理自慢の温泉
宿です。人数に合わせた個室をご準備いたします。若狭小浜

福井
北陸 サンホテル やまね

岡崎
京都
近畿

デラックスデラックス

スタンダードスタンダード

湖北
滋賀
近畿

デラックスデラックス

スタンダードスタンダード

HOKHyogo
Osaka
Kyoto

料庭 八千代
南禅寺参道に面した料庭八千代。京料理と庭師
「植治」の庭を思う存分楽しめる空間。

須賀谷温泉
近江湖北に湧く戦国ゆかりのいで湯、地の幸
を四季折々の味でおもてなしする会席料理。

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ
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