
協同組合大阪府旅行業協会 兵庫県旅行業協同組合京都府旅行業協同組合

設定期間：２０２２年１０月１日～２０２３年３月３１日

利用条件：８名様以上定員ベース利用
（設定除外日：１２/２９～１/３）
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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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■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／233室（雪月花（標準タイプ）48室・能登渚亭75室）
■収容人数／雪月花（標準タイプ）288名様・能登渚亭399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
■ご朝食／夕食と同会場･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
■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･味処･
　売店･ゲームコーナー等（※各設備の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。一般客室　月～木曜日（平日）

■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）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／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
　（二次会場的な場所は休業の場合あり）

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

※カニ足は他の酢の物に変更になります。※カニ足は他の酢の物に変更になります。

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12月1日～2023年3月31日（日曜･祝日・休前日・
12/29～1/3は除く）

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年12月1日～14日の月～木曜日、2023年1月5日～3月31日の
月～木曜日※祝日除く

写真の料理は冬料理（イメージ）となります。季節により内容は変わります写真の料理は冬料理（イメージ）となります。季節により内容は変わります

「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」

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年12月5日～2023年3月31日の平日
（12/29～1/4は除く）
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小浜

夕雅と旬彩の宿 せくみ屋
6階～9階までの客室を、和モダン洋室に
リニューアルいたしました。

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

■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／76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150名　分割可能
■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・売店

福井
北陸

イメージイメージ

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。

福井
北陸

■客室／97室　■収容人数／362名様
■大浴場・露天風呂・和畳の湯・サウナ
　●男女同一サイズ ●シャンプーバー（女性のみ）
■宴会場／大宴会場160名様（3分割可）他、洋会場あり等
■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･お好みコーナー
　売店･ゲームコーナー･書籍コーナー・会議室（大・中・小）

あわび付会席あわび付会席

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。
①10月の月～木ご宿泊で実泊20名以上
②3月全日 なごり蟹（蟹づくし）

三谷温泉 平野屋
郷土の味覚と多彩なお風呂が自慢の
純和風旅館。三谷

愛知 
東海

福井旬彩会席（お刺身の盛り合わせは時期により内容が変わります）福井旬彩会席（お刺身の盛り合わせは時期により内容が変わります）

■客室／70室　■収容人数／400名様
■大浴場「きららの湯」「あららの湯（ローマ・洞窟風呂」）・露天風呂（男女）
■宴会場／大宴会場220名様（3分割可）、宴会場100名様、その他小宴会場等
■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／コワーキングスペース・コーヒーラウンジ・卓球場・めん処・
　売店・ゲームコーナー等

イメージイメージ

イメージイメージイメージイメージ 11月～3月 蟹お楽しみ御膳11月～3月 蟹お楽しみ御膳

（前菜は３名盛り／焼魚は切身に変更あり）（前菜は３名盛り／焼魚は切身に変更あり）

10月～3月 越前会席10月～3月 越前会席

和畳の湯和畳の湯

イメージイメージ11月～3月 蟹づくし（蟹刺し付）11月～3月 蟹づくし（蟹刺し付）

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。2022年10月1日～31日

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。期間中、平日の月曜日
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下呂

水明館
日本三名泉下呂温泉で当館自慢の総檜大浴場・
野天風呂・展望大浴場をお楽しみ下さい。

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。
2023年1月9日～3月16日の月～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）

※料理献立は月替りの為イメージとなります※料理献立は月替りの為イメージとなります

■客室／嬉春亭55室・南館115室
■収容人数／1,025名様（嬉春亭390名様・南館635名様）
■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・
　お子様向けボルダリングほか

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。月～木曜日（平日）

臨川閣ご利用プランもあります

わたかの

風待ちの湯 福寿荘
船で行く・ハートアイランド（離島）の温泉宿。
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）・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・売店・エステルーム・釣り

三重
東海

伊勢海老お一人一尾と松阪牛すき鍋伊勢海老お一人一尾と松阪牛すき鍋 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12月12日～15日、2023年2月6日～9日 DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。

2023年1月10日～31日の月～木曜日

鳥羽

鳥羽グランドホテル
都会では味わえない伊勢鳥羽随一の眺めを
ご覧にお越しください。

三重
東海

■客室／75室　■収容人数／350名様　■大浴場・露天風呂・貸切風呂
■宴会場／大宴会場230名様（4分割可）
■ご夕食／宴会場・会席料理　■ご朝食／バイキング
■館内設備／カラオケボックス（1ヶ所）・売店・ゲームコーナー
　※11月以降はラウンジ再開予定

イメージイメージ

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）

イメージイメージ

嬉春亭ご利用（グレードアッププラン）嬉春亭ご利用（グレードアッププラン）

※大皿盛りのお造りは、基本個人盛りになります。※大皿盛りのお造りは、基本個人盛りになります。

飛泉閣・山水閣ご利用（基本プラン）飛泉閣・山水閣ご利用（基本プラン）
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■客室／86室　■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）他、和宴会場4か所あり
　※コロナ対策で定員の半分で受注しています。和宴会場休業中
■ご夕食／宴会場･和食会席料理
■ご朝食／レストラン･本来バイキングも当面の間は和定食
■館内設備／カラオケラウンジ・カフェラウンジ・展望ラウンジ・卓球場・
　売店・夜食処（土曜日のみ）・会議室
※コロナ対策でカラオケラウンジ・カフェラウンジ・卓球場・夜食処・
　会議室は、休業中です。

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。

浜島

プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩
ようこそ夕陽の楽園へ！
日常のときを離れ潮風と優しさの出会う旅へ。

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

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

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年12月5日～23日、2023年1月4日～2月28日

■客室／56室　■収容人数／280名様　■大浴場・露天風呂・貸切風呂
■宴会場／大宴会場160名様（6分割可）他、5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（貸切営業）・コーヒーラウンジ･売店

■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
■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）

三重
東海

イメージイメージ
イメージ
※大皿は4人盛りですが、コロナ禍で銘々盛りで提供しています
イメージ
※大皿は4人盛りですが、コロナ禍で銘々盛りで提供しています

■客室／60室　■収容人数／350名様　■大浴場・露天風呂・貸切風呂
■宴会場／大宴会場180名様（2分割可）他、10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・娯楽室・
　めん処・売店・ゲームコーナー等

京都
近畿

季節によりお食事内容は変わります。（料理写真は秋のイメージ）季節によりお食事内容は変わります。（料理写真は秋のイメージ）

イメージ
※ご夕食は月替わりの会席料理。
　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。
　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。

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。

2022年11月28日～12月23日の月～木曜日、
2023年1月10日～3月16日の月～木曜日（2月23日除く）
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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

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。2023年1月16日～1月20日

■客室／98室　■収容人数／525名様
■大浴場・露天風呂・（有料貸切風呂/3ヶ所有）
■宴会場／大宴会場200名様（4分割可）他、会場有り
■ご夕食／宴会場・会席料理
■ご朝食／ホール・和洋バイキング（状況により和定食の場合有り）
■館内設備／二次会場1ヶ所・カラオケルーム3ヶ所・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

夢乃井
播磨の山並みと満天の星を眺める
ほっこりの宿塩田

■客室／79室　■収容人数／390名様　■大浴場2か所・露天風呂有
■宴会場／5か所
■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／カラオケルーム・ラウンジ

兵庫
近畿

有馬グランドホテル
有馬温泉街を見下ろす小高い山の上に建つホテル。
最上階の展望大浴苑からの眺望は絶景です。有馬

■客室／246室　■収容人数／950名様
■大浴場（展望大浴場9階・アクアテラス＆スパ「ゆらり」B1）露天風呂･貸切風呂
■宴会場／大宴会場「森羅」高座椅子320席・円卓380席  その他和宴会場5カ所
■ご夕食／宴会場・会席料理　和宴会・高座椅子・円卓着席・ブッフェ
■ご朝食／宴会場・和朝食またはバイキング  おまかせ（指定はできません）
■館内設備／会議室・二次会場（カラオケ付 要予約）・ラウンジ・売店・
　ゲームコーナー・卓球・シミュレーションゴルフ・エステサロン

兵庫
近畿

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
日～木曜日　50名様以上のグループ DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。

2022年10月1日～2022年11月6日の休前日で
宿泊（実泊）30名様以上

イメージイメージ イメージイメージ

基本会席基本会席

播磨の食材をふんだんに使用した会席料理播磨の食材をふんだんに使用した会席料理

特選会席特選会席

イメージイメージイメージイメージ

10/1～11/6 旬彩会席10/1～11/6 旬彩会席 11/7～3/31 かに会席11/7～3/31 かに会席

庭の棟庭の棟月の棟月の棟

ホテル金波楼（岬の館）
山陰海岸ジオパーク屈指の景勝地、
日和山海岸に位置する眺望自慢の温泉旅館です。日和山

イメージイメージ

兵庫
近畿

■客室／70室　■収容人数／398名様　■大浴場・露天風呂・サウナ
■宴会場／大宴会場160名様（3分割可）他、5会場あり等
■ご夕食／宴会場・会席料理
■ご朝食／レストラン・バイキング（都合により和定食の場合有）
■館内設備／リビングパブ・ロビーラウンジ・カラオケルーム（2ヶ所）・
　夜食処・売店・ゲームコーナー

イメージ ※蟹法楽焼は二人前です。イメージ ※蟹法楽焼は二人前です。

イメージイメージ

11/7～3/31 かに会席11/7～3/31 かに会席

10/1～11/610/1～11/6
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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

「サザエの壺焼き」か「クエ握り寿司」チョイス
※ご指示なき場合は「サザエの壺焼き」となります
「サザエの壺焼き」か「クエ握り寿司」チョイス
※ご指示なき場合は「サザエの壺焼き」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会場あり等　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BOX（3ヶ所）・BAR・
　売店・ゴルフシミュレーター・麻雀ルーム・会議室・Wi-Fi１Fロビーと全客室

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／クラブ･コーヒーラウンジ･売店・ゲームコーナー・夜食処

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～木曜日で20名様以上

イメージイメージ

白浜

家族とすごす白浜の宿 柳屋
源泉のみ掛け流しの湯と自慢の和会席をお楽しみ
ください。

和歌山
近畿

■客室／50室　■収容人数／247名様
■大浴場（露天風呂併設）×2・貸切風呂（事前予約制有料）×2
■宴会場／44畳×1（約30名様）・17畳×1（約12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・カラオケボックス（1ヶ所）・
　売店・ゲームコーナー

イメージイメージ
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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。武
田先生が設計した『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10月の平日・休日、2023年1月・2月・3月 DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。

2023年1月16日～19日、1月24日～27日、
1月30日～2月2日

■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／大宴会場和膳130名様他、大小10会場あり　畳に椅子テーブル式宴会場可
■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【楼蘭】･コーヒーラウンジ【翠光】･
　カラオケボックス【葵】（15名様収容可）･売店

■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･売店等

鳥取
山陰山陽

鳥取
山陰山陽

イメージイメージ

イメージイメージ

鮑と和牛会席（10/1～10/31）鮑と和牛会席（10/1～10/31）

姿蟹付き会席（11/1～3/31）姿蟹付き会席（11/1～3/31）

旬菜（10月）旬菜（10月） イメージイメージ

雪灯り（11月～3月）雪灯り（11月～3月）

イメージイメージ

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

■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／クラブ・コーヒーラウンジ・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。
2023年1月～3月の月～木曜日（平日）

皆生グランドホテル 天水
弓ヶ浜の美しい情景が誘う、麗しい時間との
出会いが、ここにあります。皆生

■客室／102室　■収容人数／500名様　■大浴場・露天風呂
■宴会場／大宴会場180畳（分割可）他、数会場あり。洋コンベンション500名
■ご夕食／宴会場・会席料理　■ご朝食／宴会場・和朝食
■館内設備／ロビーラウンジ・ティーラウンジ・カラオケスナック・売店・
　ゲームコーナー等

鳥取
山陰山陽

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。2023年2月（休前日を含む）

イメージ
※かにすき鍋は大鍋にてご提供致します。
イメージ
※かにすき鍋は大鍋にてご提供致します。

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
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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

ゆのごう美春閣
岡山県北部「美肌の湯 湯郷温泉」にある和風旅館。
団体旅行では会議、宴会、2次会まで館内でご利用
可能な幹事様に優しい和風旅館です。

高知城下の天然温泉 三翠園
三翠園は15代土佐藩主、山内容堂公の下屋敷跡に
建ち三千余坪の敷地内には当時の武家長屋が今
も残ります。また大浴場は高知市中心部では唯一の天然温泉で
清流鏡川を臨むロケーションは県内外のお客様に好評です。

高知
高知
四国

■客室／226室　■収容人数／1,005名様
■大浴場・露天風呂・貸切風呂
■宴会場／大宴会場340名様（和宴イステーブル250席）他、小・中宴会場あり
■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（指定はできません）
■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・売店他

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年12月1日（木）～2023年2月28日（火）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）

■客室／84室　■収容人数／480名様
■大浴場（営業15:00～24:00 ※翌朝男女入れ替え）※大浴場内に敷設露天風呂有り
　混浴風呂は当面の間、感染症対策のため営業を中止、貸切風呂（有料）として
　ご利用いただけます。
■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・季節の和会席
■ご朝食／和食バイキングまたは和定食（お選びいただけません）
　※予約状況に応じてご案内いたします。
■館内設備／2次会会場2か所の内「ラウンジフロール」が鉄道ジオラマレンタル
　ルーム「フロール」へと改装しました。詳細は公式HPでご確認ください。

湯郷
岡山
山陰山陽

イメージイメージ

イメージイメージ

■客室／127室　■収容人数／450名様　■大浴場・露天風呂・サウナ
■宴会場／大宴会場160名様（2分割可）
■ご夕食／宴会場・皿鉢風会席　■ご朝食／宴会場・和洋バイキング
■館内設備／バー（2次会場）・売店

イメージ※皿鉢（大皿）は10～13名様盛りイメージ※皿鉢（大皿）は10～13名様盛り

道後舘
名建築家 黒川紀章設計による
江戸情緒と現代感覚が調和した和風旅館。道後

愛媛
四国

■客室／90室　■収容人数／473名様
■大浴場（露天風呂・寝湯・うたせ湯・サウナ）
■宴会場／大宴会場200名様　高座の場合220名様（3分割可）
　他、中小会場あり
■ご夕食／宴会場・会席料理　■ご朝食／宴会場・和朝食
■館内設備／喫茶・売店・カラオケラウンジ・カラオケボックス（2ヶ所）・
　湯上り茶屋・エステサロン

イメージ
※12月～2月は冬、3月は春とお料理内容が変更されます。
イメージ
※12月～2月は冬、3月は春とお料理内容が変更されます。

秋（10月～11月）秋（10月～11月）

DAY得 得 内容は販売店にお尋ねください。
2022年12月と2023年1月の月～木曜日のご宿泊
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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や宝楽焼が
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

滝の流れる源泉かけ流し、丹後一の広さを誇る大露天風
呂が自慢。建物はレトロな雰囲気で実家に居る時のよう
なひとときをお過ごしいただけます。料理は先代が食い倒れの社長と同一人物
ということもあり、『安くて旨い』蟹のフルコースをお召し上がりいただけます。

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

瀬戸内鯛めし御膳瀬戸内鯛めし御膳

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）

のじまスコーラ

淡路島
兵庫
近畿

廃校を活用した淡路島の複合観光施設。自然やアート、
おいしい料理を堪能できる人気の観光スポットです！

イメージイメージ

イメージイメージ

スタンダードコーススタンダードコース

プレミアムコースプレミアムコース

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
自慢の料理をお楽しみください。

淡路島海上ホテル
全室オーシャンビュー。日々の喧騒を離れ、
ゆっくりとした時間をお過ごしください。淡路島

兵庫
近畿

イメージイメージ

イメージイメージ

鳴門鯛尽くし会席（10/1～3/31）鳴門鯛尽くし会席（10/1～3/31）

河豚会席（11/1～3/31）河豚会席（11/1～3/31）

食材の宝庫「淡路島」。島の恵みをいちばんおいしいスタイルで召し上がっていただく創作イタリアンのコースをご堪
能下さい（お料理は季節により内容が異なります）。

イメージ※2名様盛イメージ※2名様盛

別途追加料金にてチョイス一品も承ります：イメージ（グループ単位）

イメージイメージ イメージイメージ

特選蟹フルコース特選蟹フルコース
蟹約450g（ゆで蟹を含む2杯相当）のフルコース

※2名様盛 ※ゆで蟹（4名様盛）・蟹すき（4名鍋）大蟹フルコース大蟹フルコース
大蟹約750g（ゆで蟹を含む3杯相当）のフルコース

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）

① ② ③ ④ ⑤ 



●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１０月１日～２０２３年３月３１日

利用条件：８名様以上利用
（設定除外日：１２/２９～１/３）

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

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。

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

舞鶴
京都
近畿

HOKHyogo
Osaka
Kyoto

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

デラックスプランデラックスプラン

スタンダードプランスタンダードプラン

イメージイメージ

デラックスプラン（美三昧）デラックスプラン（美三昧）

スタンダードプラン（蒼波）スタンダードプラン（蒼波）

イメージイメージ

南禅寺畔 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。

かき小屋 鶴昇丸
牡蛎養殖を営む「鶴昇丸」だからこそ提供できる。
新鮮採れたて「牡蛎」をご賞味頂きます。

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

お一人様：蒸し牡蛎1.5kg約15個・カキフライ5個・牡蛎ご飯おにぎり2個・お味噌汁
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