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【休憩所の利用時間】 11:00-22:30
【休憩場所】 憩い処
【入浴可能時間】 10:00-24:00
【昼食時間】 11:00-21:30
【交通】 学園都市線石狩太美駅から徒歩約3分

またはJR札幌駅から車で約45分
※無料送迎あり/大通NHK前8:30発、

麻生5番出口9:10発・11:10発（月・水・金曜日のみ）

札幌市に隣接する、豊かな自然に囲まれたベッドタウン太美町。この町に豊かに湧くのが天然温
泉「ふとみ銘泉 万葉の湯」です。

【特定除外日】 2019/12/4・5

【TEL】 0133-26-2130
【住所】 北海道石狩郡当別町太美町1695

オリジナル特典 昼食内容

ワンドリンク（1人毎）と
個室のご利用

（空室のある場合のみ）

万葉プラン
（季節により変わります）

【休憩所の利用時間】 ［1Fお食事処］11：00-翌1：00
［2Fラウンジ］11：00-翌8：00

【休憩場所】 1Fお食事処または2Fラウンジ
【入浴可能時間】 10：00-翌8：00

（露天風呂は24：00まで）
【昼食時間】 11：00-25：00
【交通】 JR旭川駅からバスご利用

道央自動車道 旭川鷹栖ICから約10分

大雪山国立公園の大自然と周囲の山並み、そして石狩川と多くの支流が織り成す自然豊かな
旭川市で、駅から約10分の高砂台にある癒しの郷です。

【特定除外日】 2019/11/13

【TEL】 0166-62-8910
【住所】 北海道旭川市高砂台1丁目1-52

【休憩所の利用時間】 11：00-20：00
【休憩場所】 大広間
【入浴可能時間】

11：00-21：00（平日）、11：00-16：00（土・日・祝）
※受付は平日20：00、土・日・祝15：00にて終了

【昼食時間】 11：00-20：30
【交通】 JR小樽築港駅から路線バスで約20分

または車で約15分
札樽自動車道 朝里ＩＣから約7分

小樽市内唯一の温泉付リゾートホテル！小樽・札幌への観光も便利。露天風呂の周りの木々は、
ホタルをイメージしたイルミネーションで彩られ幻想的です。

【特定除外日】 2020/4/13-17（全館休館日）
※ご利用の3日前までにお申し込みください。

【TEL】 0134-52-3800
【住所】 北海道小樽市朝里川温泉2丁目676

【休憩所の利用時間】 15：00-23：00
【休憩場所】 温泉内休憩所
【入浴可能時間】 15：00-22：30
【昼食時間】 11：00-15：00
【交通】 JR小樽駅からタクシーで約45分

札樽自動車道朝里ICから約40分
※有料送迎のみあり。HPより予約可能。

小樽築港～キロロ

天然温泉やプール、アミューズメントは「キロロタウン」へ。おいしいお食事と、温もりあるお部屋で
大自然の中のリゾートライフをお楽しみください。

【特定除外日】 2019/11/14-22

【TEL】 0135-34-7111
【住所】 北海道余市郡赤井川常盤128-1

オリジナル特典 昼食内容

ワンドリンク（1人1本） 和・洋・中ランチ

オリジナル特典 昼食内容

ミネラルウォーター
（1人1本）

ランチにも使える
館内利用券3,000円分

オリジナル特典 昼食内容

昼食時ソフトドリンク
（ワンドリンク）サービス

（1人1杯）
和食ミニ会席

- 2019.10.01改訂 -

※掲載の情報は2019年7月現在のものとなります。利用可能施設・ご提供内容は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）
および各施設の特定除外日（各施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【休憩所の利用時間】 11：00-16：00
【休憩場所】 客室
【入浴可能時間】 11：00-16：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR大沼公園駅から車で約15分

道央自動車道 大沼公園ICから約2分

駒ヶ岳の雄大な自然に包まれ、美肌の湯を体感！温泉大浴場しゅくのべの湯には、露天風呂や
ジャグジー風呂など、バラエティ豊かな湯船が揃っています。

【特定除外日】 2019/10/8・10・30・31、2020/2/5・
6・13、4/6-9・15-17・20・21、6/23、7/11・12、
9/8・24

【TEL】 0137-45-2277
【住所】 北海道茅部郡森町赤井川229

【休憩所の利用時間】 9：00-15：00
【休憩場所】 日帰り休憩所
【入浴可能時間】 7：00-18：00
【昼食時間】 11：00-13：00
【交通】 JR青森駅から路線バスで約70分または

タクシーで約60分
東北自動車道 黒石ICから約40分

みちのくの山の湯宿、酸ヶ湯は、八甲田の自然とともにいつまでも、素朴で美しくありたいと思いま
す。

【特定除外日】 2019/11/16-21、2020/8/2-6

【TEL】 017-738-6400
【住所】 青森県青森市荒川南荒川山国有林酸湯沢50

【休憩所の利用時間】 10：00-15：00
【休憩場所】 個室宴会場
【入浴可能時間】 10：00-15：00
【昼食時間】 11：30-13：30
【交通】 弘南鉄道平賀駅から徒歩約15分

東北自動車道 大鰐弘前ICから約15分
または黒石ICから約15分

つるつるトロトロの弱アルカリ美容温泉でお肌すべすべ、心身ともにリフレッシュ！
りんごが湯船に浮いた露天風呂など、館内で湯めぐりが楽しめます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0172-44-3711
【住所】 青森県平川市町居南田166-3

【休憩所の利用時間】 11：00-14：30
【休憩場所】 客室または宴会場
【入浴可能時間】 11：00-14：30
【昼食時間】 11：30-13：30
【交通】 JR盛岡駅から路線バスで約50分

東北自動車道 盛岡ICから約20分
花巻空港からタクシーで約60分

毎分噴出する温泉は1016ℓと、量、質ともに一級品。毎晩、新鮮な温泉を入れ替え、
毎日生まれたての湯を楽しめる100%源泉かけ流しの天然温泉です。

【特定除外日】 清掃日（月2回程度、不定休）

【TEL】 019-695-2121
【住所】 岩手県岩手郡雫石町鶯宿6-7

【休憩所の利用時間】 10：30-15：00
【休憩場所】 宴会場または客室
【入浴可能時間】 10：30-16：00
【昼食時間】 11：30-14：30
【交通】 JR花輪線湯瀬温泉駅から徒歩約3分

東北自動車道 鹿角八幡平ICから約10分

十和田湖と田沢湖のほぼ中間。美人の湯として有名な湯瀬の温泉と地元の四季折々の食材を用
いた料理が自慢です。心も体も癒されます。

【特定除外日】 2020/8/2-6・29

【TEL】 0186-33-2011
【住所】 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬40-1

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00  【休憩場所】 大広間
【入浴可能時間】 本館11：00-14：00、別館10：00-15：00
※大浴場…本館/別館 定期清掃あり
（本館…男：火曜日、女：月曜日、別館…男：金曜日、女：木曜日）
本館清掃の際は本館のみ利用不可、 別館清掃の際は別館は

14：00から利用可能、予約時に要問合せ
【昼食時間】 11：30-12：20（食事スタート時間）
【交通】 JR仙台駅から路線バスで約60分またはタクシーで約40分

東北自動車道 仙台南ICから約15分または仙台宮城ICから
約20分 ※JR仙台駅東口（11：00発）・
ホテル（15：00発）の無料送迎あり／要事前予約

四季折々の風情と旬の味覚をご堪能いただけるプランです。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 022-397-2555
【住所】 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字平倉1

【休憩所の利用時間】 10：00-15：00  【休憩場所】 宴会場
【入浴可能時間】 10：00-15：00
【昼食時間】 12：00-13：00
【交通】 JR仙台駅から路線バスで約50分または

タクシーで約40分
東北自動車道 仙台南ICから約15分
※仙台駅東口1Fバス乗り場から無料送迎あり

（前日迄の要予約） 迎え9：30 送り15：00

磊々峡を眼下に望む唯一の宿。目にまばゆい新緑、鮮やかな紅葉の季節、真っ白に雪化粧した
峡谷と、四季折々の美しさを満喫いただけます。

【特定除外日】 2020/5月の平日（日程未定）

【TEL】 022-397-3131
【住所】 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原12-2

【休憩所の利用時間】 11：00-16：00
【休憩場所】 個室食事処（和室）
【入浴可能時間】 11：00-12：00、13：00-16：00
【昼食時間】 11：00-16：00
【交通】 JRかみのやま温泉駅から徒歩約13分または

送迎車で約3分
【前日まで要予約】
山形自動車道 山形蔵王ICから約25分

こんこんと湧く出羽の名湯。美肌効果・保湿効果・リラックス効果を兼ね備えた美しの湯です。

【特定除外日】 2020/5/14、8/5・6

【TEL】 023-672-1212
【住所】 山形県上山市新湯1-33

オリジナル特典 昼食内容

ソフトドリンク
（1人1杯）

和食膳

オリジナル特典 昼食内容

お酒またはソフト
ドリンク（1人1杯）

和食膳

オリジナル特典 昼食内容

浴衣・バスタオル付
（1人1セット）

幕ノ内弁当

オリジナル特典 昼食内容

秋保の銘菓、赤飯乃餅
または宮城ずんだ串団子

（1組1個）

和食膳 ※日曜日と祝日
はランチバイキングになる

場合があります。

オリジナル特典 昼食内容

温泉ビール（1本）または
ソフトドリンク（1人1杯）

和定食

オリジナル特典 昼食内容

長生きの茶
（1人1本）

和定食

オリジナル特典 昼食内容

グリーンピア大沼
いかせんべい（1組1袋）

しゃぶしゃぶ定食

オリジナル特典 昼食内容

オリジナルりんご
ジュース（1人1本）

松花堂弁当
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【休憩所の利用時間】 12：00-14：30
【休憩場所】 個室食事処または宴会場（小宴）
【入浴可能時間】 13：00-14：30
【昼食時間】 12：00-14：00
【交通】 東武日光駅からタクシーで約5分

日光宇都宮道路 日光ICから約5分
※JR・東武線日光駅から無料送迎あり／

要事前予約

二社一寺を含む世界遺産まで徒歩約8分。大浴場は、内風呂・露天風呂以外に、「ジェット
バス」「ミストサウナ」等もあり、心と身体を癒してください。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※ご予約時にお食事のスタート時間をお知らせください。

【TEL】 0288-54-1010
【住所】 栃木県日光市安川町6-48

【休憩所の利用時間】 11：30-15：00
【休憩場所】 休憩スペースまたはロビー
【入浴可能時間】 12：00-15：00
【昼食時間】 11：30-14：00（ラストオーダー13：30）
【交通】 東武日光駅から路線バスで約5分

日光宇都宮道路 日光ICから約5分

世界遺産日光の社寺に徒歩圏内、庭園を望む料亭「宵むらさき」でのお食事と四季の移ろいを
感じる檜風呂で寛ぎの湯治を。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0288-54-1105
【住所】 栃木県日光市上鉢石町1115

【休憩所の利用時間】 13：00-16：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 13：00-16：00

（火曜日のみ14：00-16：00）
【昼食時間】 11：30-13：30（ラストオーダー13:00）
【交通】 鬼怒川温泉駅から路線バスで約7分または

タクシーで約5分
日光宇都宮道路 今市ICから約25分

木造り大浴場「渓谷の湯」と石造り大浴場「湯里」では、それぞれ5種類の湯めぐりが楽しめます。
鬼怒川温泉を楽しみながら、湯波をメインとした会席膳をお愉しみください。

【特定除外日】 2020/1/7-10、2/18-20、4/7-9、
7/23-25、9/19-22

【TEL】 0288-77-0025
【住所】 栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 客室
【入浴可能時間】 12：00-15：00
【昼食時間】 12：00-15：00
【交通】 JR上越線渋川駅から路線バスで約30分

またはタクシーで約15分
関越自動車道 渋川・伊香保ICから約20分

※ 伊香保温泉終点バス停から無料送迎あり

榛名山の裾野、標高約700ｍに位置。東に赤城山、西に三国谷川連峰が望める、眺望のいいホ
テルです。地産地消をテーマにした和風会席膳をご用意します。

【特定除外日】 休前日

【TEL】 0279-72-3737
【住所】 群馬県渋川市伊香保町372-1

【休憩所の利用時間】 11：00-14：00
【休憩場所】 ロビー、ラウンジ
【入浴可能時間】 11：00-14：00
【昼食時間】 11：00-14：00
【交通】 JR上越線渋川駅から路線バスで約30分、

伊香保温泉バスターミナル下車徒歩約3分
関越自動車道 渋川伊香保ICから約25分

昔ながらの、どこか懐かしい旅の宿。伊香保の湯に癒され、心も身体も、満たされる。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0279-72-2733
【住所】 群馬県渋川市伊香保町伊香保557-13

【休憩所の利用時間】 10：00-16：00 ※連続した2時間利用可
【休憩場所】 貸切風呂内個室（2時間まで） ※上記以外はレストラン
【入浴可能時間】 貸切風呂10：00-16：00

大浴場14：00-18：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR長野原草津口駅下車路線バス約30分

関越自動車道 渋川伊香保ICから約80分
※草津温泉バスターミナルから定時運行

お座敷付き貸切露天風呂をゆったり2時間ご利用いただけます。草津の名湯を掛け流しで草津
温泉を独占してお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/12-14、11/2-4、2020/1/11-13、
2/22-24、3/20-22、6/14-20、7/23-26、8/1-6、8/17-31、
9/19-22
※前日15：00までに要予約

【TEL】 0279-88-5111
【住所】 群馬県吾妻郡草津町草津750

【休憩所の利用時間】 10：00-22：00  【休憩場所】 大広間
【入浴可能時間】 10：00-23：00
【昼食時間】 11：30-15：00（ラストオーダー14：30）
【交通】 JR木更津駅からタクシーで約15分

東京湾アクアライン 木更津金田ICから約5分または
館山自動車道アクア連絡道 木更津金田ICから約5分

※木更津駅・金田BT・袖ヶ浦BTから無料送迎あり
（時間はHPにて要確認）

東京湾を一望できる露天風呂や大浴場、プールゾーンなど、リラクゼーション施設が多彩に充実。
昼食には腕によりをかけた和洋中バイキングをご用意します。

【特定除外日】 2019/7/6-8/8・19-25、10/1-
2020/9/30

【TEL】 0438-41-8111
【住所】 千葉県木更津市北浜町１

【休憩所の利用時間】 11：30-14：00
【休憩場所】 和食堂
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR銚子駅から路線バスで約20分

東関東自動車道 佐原香取ICから約70分

関東最東端、犬吠埼の海辺に佇む、明治7年創業の老舗宿です。大浴場も食事も、地球の丸さ
が実感できるような太平洋の眺めとともに味わっていただけます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0479-22-3600
【住所】 千葉県銚子市犬吠埼10293

オリジナル特典 昼食内容

お食事時ジュースまたは
ウーロン茶（1人1本）

炭火焼き

オリジナル特典 昼食内容

ソフトドリンクサービス
（1人1杯）

日替わり中華ランチ

オリジナル特典 昼食内容

ぬれせんべい
（1人1袋）

特選潮騒膳（味覚膳）

オリジナル特典 昼食内容

トリックアート
（平日のみ1人1回）

和洋中バイキング

オリジナル特典 昼食内容

水沢うどん
(2人前、1組1個）

和風会席膳

オリジナル特典 昼食内容

星の宿オリジナル
日光甚五郎煎餅

（1組1個）
湯波御膳

オリジナル特典 昼食内容

味付ゆば・さらゆば
土産（1組1個）

湯波御膳「千の絢」

オリジナル特典 昼食内容

コーヒー券
（1人1枚）

湯波会席膳

設定期間終了



－ －4

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【休憩所の利用時間】 11：30-17：30
【休憩場所】 リラックスラウンジ
【入浴可能時間】 11：30-17：30
【昼食時間】 11：30-15：00
【交通】 JR池袋駅から徒歩約8分

首都高速道5号池袋線 東池袋出入口から約1分

東京・池袋にある都心の大人のスパ施設。ホテル仕様の落ち着いた空間が、上質なリラックス
タイムを奏でます。スパやサウナ他、ボディケアメニューも充実。

【特定除外日】 2019/10/1
※館内設備点検のため、休館の場合があります。
※当施設は18歳未満のご利用はできません。予めご了承くだ
さい。

【TEL】 03-5979-8924
【住所】 東京都豊島区東池袋4-25-9

タイムズステーション池袋10階-12階

【休憩所の利用時間】 10：00～翌3：00
（3：00以降は別途深夜料金要）

【休憩場所】 リラックスルーム
【入浴可能時間】 3：00-5：00を除く24時間
【お食事時間】 11：30-22：00
【交通】 みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約7分または

JR、横浜市営地下鉄桜木町駅から徒歩約15分
首都高速神奈川1号横羽線 みなとみらい出入口から
約3分 ※無料送迎あり

地上8階建ての伸びやかな空間に、この上ない安らぎを創出する和の意匠。喧騒から離れ、五感
に響く極上の癒しと上質なくつろぎをお約束します。

【特定除外日】 休館日（3月と9月の第2火曜日予定）

【TEL】 0570-07-4126
【住所】 神奈川県横浜市中区新港2-7-1

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 個室食事処
【入浴可能時間】 11：30-14：30
【昼食時間】 11：30-13：30
【交通】 箱根湯本駅から徒歩約12分またはタクシーで約3分

東名自動車道 厚木ICから約39分または
小田原厚木道路 箱根口ICから約7分

箱根湯本駅から徒歩圏の温泉旅館。柔らかな泉質で湯疲れしにくいアルカリ泉の湯をご堪能くだ
さい。ご入浴後の休憩もお客様だけのお座敷個室をご用意しております。

【特定除外日】 金曜日、2019/11/3、12/5、2020/1/9、
3/5、5/21、6/4、7/8・9、9/3
※当施設は18歳未満のご利用はできません。予めご了承
願います。※館内設備点検のため、休館の場合があります。

【TEL】 0460-85-8111
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋139-5

【休憩所の利用時間】 8：00-20：00（最終入館19：00）
【休憩場所】 湯休処「聚楽」
【入浴可能時間】 8：00-20：00（最終入館19：00）
※状況により営業時間が変更になる場合があります。
【昼食時間】 11：00-18：00（L.O17：00）
【交通】 箱根登山鉄道箱根湯本駅から路線バス

（伊豆箱根バス 箱根園行き）で約65分
東名高速道路 御殿場ICから約45分
※元箱根バス停から毎時30分発・龍宮殿から毎時03分発

の無料送迎あり（15時台を除く11時〜19時）

芦ノ湖と富士山が同時に臨める露天風呂と、移りゆく四季折々の箱根をお楽しみいただけます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）※変更の場合あり

【TEL】 0460-83-1126
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 食事処
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：30-13：00
【交通】 JR石和温泉駅から徒歩約15分または

タクシーで約5分
中央自動車道 一宮御坂ICから約5分
※JR石和温泉駅から無料送迎あり

美と健康と癒しをテーマに美肌効果のあるワインエキス入りの展望ワイン風呂、また広々とした露
天風呂と大浴場、そして地元の食材を生かした和食会席膳。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 055-262-3101
【住所】 山梨県笛吹市石和町川中島1607

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 共同休憩室
【入浴可能時間】 12：00-16：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR山梨市駅からタクシーで約15分または

JR石和温泉駅から送迎車で約5分
中央自動車道 一宮御坂ICから約10分または
勝沼ICから約20分
※JR石和温泉駅から無料送迎あり

山梨県のほぼ中心で笛吹川のほとりに位置する、12階建てのリゾートホテル。ホテルの快適さと
旅館のおもてなしを併せ持つ温泉リゾートです。

【特定除外日】 2020/2/3-6・10-13・17-20・24-27

【TEL】 0553-20-2000
【住所】 山梨県笛吹市春日居町小松855

【休憩所の利用時間】 11：00-14：00
【休憩場所】 大広間または和食処
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 12：00-14：00
【交通】 JR月岡駅から車で約10分

日本海東北自動車道 豊栄新潟東港ICから
約20分

男女合わせて4つの大浴場、6つの露天風呂で温泉三昧！きれいな雪解け水に育まれた野菜や
日本海の海の幸など、新潟の恵みを存分に活かした料理にも大満足。

【特定除外日】 2019/12/20、2020/8/1-6および休
前日

【TEL】 0254-32-2000
【住所】 新潟県新発田市月岡温泉278-2

【休憩所の利用時間】 13：00-16：00
【休憩場所】 客室
【入浴可能時間】 13：00-15：30
【昼食時間】 13：00-15：00
【交通】 JR来宮駅から徒歩約15分または

JR熱海駅からタクシーで約8分
西湘バイパス 石橋ICから約25分

熱海の街並みと相模湾を望む、創業120余年の老舗旅館です。自家源泉・平戸の湯は湯量豊
富で、肌に優しいと評判です。客室は和風数寄屋造り。

【特定除外日】 水曜日

【TEL】 0557-81-6185
【住所】 静岡県熱海市小嵐町14-8

オリジナル特典 昼食内容

ソフトドリンク
（1人1本）

和食会席膳

オリジナル特典 昼食内容

薬石浴「嵐の湯」
（2, 500円）の半額券

（1人1枚）
ミニ会席コース

オリジナル特典 昼食内容

湯あがりドリンク
（ウーロン茶1缶）

そば弁当

オリジナル特典 昼食内容

サラダホープ
（１個）

和弁当

オリジナル特典 昼食内容

ソフトドリンク
（1人1杯）

龍宮殿調理長おすすめ
「 箱根姫の水たま肌
もめん湯豆腐御膳」

オリジナル特典 昼食内容

ワンドリンク
（セルフサービス）

（1人1杯）

定食または御膳他
（季節により都度変更あり）

オリジナル特典 昼食内容

レストランにてソフト
ドリンク（1人1杯）

豚しゃぶコラーゲン鍋
+締めのお食事

オリジナル特典 昼食内容

ソフトドリンク
（1人1杯）

季節の和食膳

設定期間終了



－ －5

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：00-14：00
【昼食時間】 11：00-14：00
【交通】 伊豆急行線伊豆高原駅から送迎車で約5分

東名高速道路 厚木ICから約90分または
沼津ICから約90分
※伊豆高原駅から無料送迎あり

一期一会のおもてなしと豊かな自然の中に息づく純和風のおくつろぎ。快適な大人のリゾートライ
フをご提供いたします。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0557-53-1170
【住所】 静岡県伊東市八幡野1741

【休憩所の利用時間】 11：00-14：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：00-14：00
【昼食時間】 11：30-14：00（ラストオーダー13：00）
【交通】 JR蒲郡駅から路線バスで約30分または

タクシーで約20分
東名高速道路 岡崎ICから約50分または
音羽蒲郡ICから約40分
※名鉄西浦駅から無料送迎あり/要予約

西浦半島先端の高台に建ち、風光明媚な三河湾が一望できます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0533-57-5111
【住所】 愛知県蒲郡市西浦町大山25番地

【休憩所の利用時間】 11：30-17：30
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：30-17：30
【昼食時間】 12：00-14：00
【交通】 名鉄西浦駅からタクシーで約10分

東名高速道路 音羽蒲郡ICから約40分
※名鉄西浦駅から無料送迎あり

三方を海に囲まれた風光明媚な高台にあり、天空露天風呂から見下ろす景色に、天空に浮かん
でいるかのような気分が味わえます。

【特定除外日】 火曜日～金曜日

【TEL】 0533-57-9111
【住所】 愛知県蒲郡市西浦町大山17

【休憩所の利用時間】 11：00-16：00
【休憩場所】 ロビー 【入浴可能時間】 11：00-16：00
【昼食時間】 12：00-14：00
【交通】 近鉄・JR鳥羽駅から徒歩約3分または

送迎車で約1分
伊勢二見鳥羽ライン 鳥羽ICから約7分または
伊勢自動車道 伊勢ICから約15分
※鳥羽駅1番出口から無料送迎あり

男女あわせて13湯のお風呂と足湯2湯で湯めぐりを存分にお楽しみいただけます。またリフレクス・
ルーム、岩盤浴など癒しの空間も充実しています。

【特定除外日】 2019/12/18-20（2020年休館日あり〈日
程未定〉）

【TEL】 0599-25-2500
【住所】 三重県鳥羽市鳥羽1-24-26

【休憩所の利用時間】 10：00-16：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 10：00-16：00
【昼食時間】 11：00-14：00（時期により時間指定の場合あり）
【交通】 近畿日本鉄道伊賀神戸駅からタクシーで約30分

名阪国道自動車道 上野東ICから約40分または
伊勢自動車道 久居ICから約40分
※近鉄伊賀神戸駅から予約制無料送迎定期バスあり

美肌の湯「霧生温泉」、春から秋にかけて彩り豊かに花が咲き誇る「ハーブガーデン」、
陶芸やマイコスメ作りが楽しめる創作体験など、楽しめる施設が充実。

【特定除外日】 2020/1/20-2/7
※清掃等により青山ホテル内霧生温泉「雅の湯」
のご利用となる場合があります。

【TEL】 0595-54-1326
【住所】 三重県伊賀市霧生2356

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 食事処
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：00-15：00 ※お食事提供時間は

11：30-13：00までに開始となります。
【交通】 近畿日本鉄道湯の山温泉駅から

タクシーで約10分
東名阪自動道車道 四日市ICから約25分
※近鉄湯の山温泉から無料送迎あり

傷ついた鹿が湯に浸かってなおしたという伝説にちなんだ宿。御在所岳の大自然が楽しめる宿
です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 059-392-3141
【住所】 三重県三重郡菰野町湯ノ山温泉

【休憩所の利用時間】 10：00-15：00
【休憩場所】 ロビー等
【入浴可能時間】 10：00-15：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR下呂駅から送迎車で約3分

中央自動車道 中津川ICから約60分または
東海環状自動車道 富加関ICから約70分
※JR下呂駅から無料送迎あり

飛騨川沿いに建つ老舗旅館「水明館」。趣き異なる大浴場があり、滑らかな下呂温泉の湯をご堪
能いただけます。

【特定除外日】 2019/12/18-20

【TEL】 0576-25-2800
【住所】 岐阜県下呂市幸田1268

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：00-16：00
【昼食時間】 11：30-13：30
【交通】 JR恵那駅からタクシーで約10分または

送迎車で約15分
中央自動車道 恵那ICから約10分
※JR恵那峡駅から無料送迎あり

恵那峡を一望する抜群の眺望と塩分が強いお湯なのにお肌はすべすべになる温泉。季節の素
材を生かした会席料理が自慢の宿。

【特定除外日】 第3火曜日、2020/1/6-3/20までの
平日（土日祝のみ営業）

【TEL】 0573-25-5375
【住所】 岐阜県恵那市大井町2709-77

オリジナル特典 昼食内容

昼食時ソフトドリンク
（1人1杯）

フレンチミニコース

オリジナル特典 昼食内容

ソフトドリンク
（1人1杯）

京風ミニ会席

オリジナル特典 昼食内容

天然木の鉄木箸
（1人1つ）

月替会席

オリジナル特典 昼食内容

昼食時、飛騨りんご
ジュース（1人1杯）

飛騨納豆喰豚付
コース

オリジナル特典 昼食内容

お土産
（1人1個)

海幸会席

オリジナル特典 昼食内容

ハンドタオル
（1人1枚）

会席料理

オリジナル特典 昼食内容

メイン料理を魚料理から
肉料理にアップグレード

フレンチ

オリジナル特典 昼食内容

お酒またはジュース
（1人1本）

ミニ会席



－ －6

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【休憩所の利用時間】 10：00-16：00
【休憩場所】 大広間
【入浴可能時間】 10：00-16：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 富山地方鉄道上市駅から車で約5分

北陸自動車道 立山ICから約7分

とやま食の匠に認定される峯山勇人料理長が創る、富山の旬の会席は他では味わえない美味し
さ。とろみのある茶褐色の越中つるぎ温泉と共にお楽しみください。

【特定除外日】 2020/9/1-3

【TEL】 076-472-6333
【住所】 富山県中新川郡上市町湯上野1

【休憩所の利用時間】 11:00-20:00
【休憩場所】 客室（5時間以内）
【入浴可能時間】 11:00-20:00
【昼食時間】 11：30/12：00/12：30/13：00開始

～14:00クローズ
【交通】 JR金沢駅から路線バスで約90分

北陸自動車道 小松ＩＣから約60分

白山の大自然に包まれた白山温泉郷は、金沢にも近く白山白川郷ホワイトロードをぬけて、白川郷へは60分と観光
の拠点に最適です。雰囲気抜群の古民家の囲炉裏で召し上がっていただく「いろり炭火ご膳」でお腹を満たして、
自慢の温泉で疲れを癒してください。

【特定除外日】なし（共通除外日のみ）
※ホワイトロードは6月上旬～11月上旬のみ、
夜間は全期間通行止めとなります。

【TEL】 076-256-7141
【住所】 石川県白山市尾添チ70-4

【休憩所の利用時間】 11：30-16：00
【休憩場所】 喫茶・昔話らいぶらり（休憩所）
【入浴可能時間】 11：30-16：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR湖西線おごと温泉から徒歩約15分

または送迎車で約5分
名神高速自動車道 京都東ICから約20分
または湖西道路 仰木雄琴ICから約5分
※最寄駅から無料送迎あり

近江里山の宿。「おうみの名工」受賞の料理長が食材にこだわったお料理と、びわ湖の雄大な景
色が人気です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 077-578-1144
【住所】 滋賀県大津市雄琴町1-9-28

【休憩所の利用時間】 時間指定なし
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：00-14：30（最終スタート13：00）
【交通】 京都丹後鉄道天橋立駅から徒歩約4分

京都縦貫綾部宮津道路 宮津・天橋立ICから
約15分
※天橋立駅から無料送迎あり

天の橋立を一望する天橋立運河に沿って位置しています。橋立にとけこんだ近代的数寄屋造り
は、景勝にふさわしい建築美とお楽しみいただております。

【特定除外日】 木曜日、2019/10/15・16・22・26、
12/17・18

【TEL】 0772-22-7111
【住所】 京都府宮津市文珠510

【休憩所の利用時間】 11：00-14：00
【休憩場所】 客室または休憩室
【入浴可能時間】 10：00-23：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 近鉄奈良線石切駅南出口から徒歩約6分

または近鉄けいはんな線新石切駅から
タクシーで約5分
阪神高速道路 水走ICから約5分または
第二阪奈自動車道 西石切ICから約6分

大阪や奈良の中心部から車や電車で約30分の立地。効能豊かな天然ラジウム温泉の露天風呂
からは、大阪平野がパノラマでご覧いただけます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 072-981-5001
【住所】 大阪府東大阪市上石切町1-11-12

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 南海電気鉄道南海加太駅から徒歩約25分

またはタクシーで約5分
阪和自動車道 泉南ICから約45分または
和歌山北ICから約45分
※南海電鉄南海加太駅から無料送迎あり

和歌山市北西に位置する海辺の温泉宿。露天風呂から眺める海の景色は最高です。紀淡海峡
でとれる海幸料理に定評があります。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 073-459-0015
【住所】 和歌山県和歌山市加太1905番地

【休憩所の利用時間】 10：00-22：00
【休憩場所】 リラックスラウンジ
【入浴可能時間】 10：00-22：00
【昼食時間】 11：30-13：30
【交通】 JR白浜駅から路線バスで約25分

またはタクシーで約10分
阪和自動車道 南紀田辺ICから約25分

水着着用でご利用いただくバラエティあふれるバーデゾーンとトレーニングゾーンで
ゆっくりとお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/12・13・23、11/2・3、
12/11、2020/1/11・12・14・15、3/20・21、7/23-
8/6・17-31、9/19-22

【TEL】 0739-42-4175
【住所】 和歌山県西牟婁郡白浜町3102

【休憩所の利用時間】 10：30-21：00
【休憩場所】 ロビー等（パブリックスペース）
【入浴可能時間】 八角堂10：30-13：30、15：00-21：00、

岩風呂12：30-21：00 ※21時までで、どちらか1回入浴可能
【お食事時間】 ラ・フォンテーヌ/11：30-15：00（最終入場13：30）

※食事開始時間は11：30～または13：30～
※ご予約時に食事内容・食事時間をお知らせください。

【交通】 神戸電鉄有馬温泉バス停から送迎車で約2分
中国自動車道 西宮北ICから約10分または阪神
高速道路北神戸線 西宮山口南ICから約5分
※無料送迎あり／到着時要連絡

有馬随一の湯量と良泉質を誇る自家泉源の元湯旅館。創業以来源泉掛け流しの温泉と、
有馬一広大な敷地に広がる日本庭園での四季の散策もお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/30・31、12/5・6、2020/1/14-16（以
降未定）

【TEL】 078-904-0731
【住所】 兵庫県神戸市北区有馬町1455-1

オリジナル特典 昼食内容

食後のコーヒー
（1人1杯）

季節の創作和会席

オリジナル特典 昼食内容

コーヒーまたはオレンジ
ジュース（1人1杯）

海の幸がメインの
和風ミニ会席

オリジナル特典 昼食内容

神戸紅茶
（1組2個）

レストラン
「ラ・フォンテーヌ」 ：

フレンチコース

オリジナル特典 昼食内容

白浜銘菓「かげろう」
（1組1箱）

松花堂弁当

オリジナル特典 昼食内容

食後コーヒー
（1人1杯）

松花堂

オリジナル特典 昼食内容

オリジナル温泉の素
（小）（1組1個）

いろり炭火ランチ

オリジナル特典 昼食内容

富山のお土産
（１組１つ）

和食会席

オリジナル特典 昼食内容

コーヒー券
（1人1枚）

里山かご弁当+
牛せいろ蒸し



－ －7

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【休憩所の利用時間】 11：30-14：30
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR浜坂駅から路線バスで約25分または

JR江原駅から送迎車で約45分
北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山ICから約50分
または鳥取自動車道 鳥取ICから約50分

自家源泉より湧き出る天然温泉を、大浴場、長寿大岩風呂、露天風呂で存分にご堪能ください。
旬の食材をふんだんに使った和会席もお楽しみください。

【特定除外日】 2019/10/1

【TEL】 079-692-1111
【住所】 兵庫県美方郡新温泉町湯1535

【休憩所の利用時間】 12：00-16：00
【休憩場所】 ロビーラウンジ
【入浴可能時間】 12：00-16：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR舞子駅から高速バスで約60分

神戸淡路鳴門自動車道 洲本ICから約15分
※洲本高速バスセンターから無料送迎あり

日本創世の伝説が残る淡路島の東海岸で、特別な休日を。展望浴場など、館内では療養泉・
洲本温泉と自家源泉のにごり湯の2種類の温泉の湯比べが楽しめます。

【特定除外日】 2019/12/2・3

【TEL】 0799-22-0035
【住所】 兵庫県洲本市小路谷1052-2

【休憩所の利用時間】 11：00-24：00
【休憩場所】 御食事処 水蓮
【入浴可能時間】 9：00-24：00
【昼食時間】 11：00-24：00（ L.O.23:00）
【交通】 各線三宮駅からタクシーで約5分

阪神高速3号神戸線 京橋ICから約1分
※三宮駅から専用無料シャトルバスあり

地下1,150mから湧き出る海の恵み、地球の鼓動を感じる“神戸みなと温泉”。

【特定除外日】 みなとこうべ海上花大会開催日、その他施設
の定めた日
※日帰り施設利用につきましては、中学生未満のご利用をご
遠慮いただいております。

【TEL】 078-381-7000
【住所】 兵庫県神戸市中央区新港町1-1

【休憩所の利用時間】 11：30-14：30
【休憩場所】 ロビー及びお食事処
【入浴可能時間】 11：15-14：30
【昼食時間】 11：30-13：00（ラストオーダー）
【交通】 JR林野駅から送迎車で約5分

中国自動車道 美作ICから約8分または
山陽自動車道 和気ICから約40分

※JR林野駅または美作インターから無料送迎あり

石積みモニュメントのある露天風呂や中庭の足湯、岩盤浴、貸切ハーブ湯などごゆっくりお楽しみ
ください。

【特定除外日】 2020/1/6・7、5/12・13
※ご利用の5日前までにお申し込みください。

【TEL】 0868-72-0395
【住所】 岡山県美作市湯郷581-2

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 客室
【入浴可能時間】 10：30-16：00
【昼食時間】 11：30-13：30
【交通】 JR高松駅から路線バスで約60分または

タクシーで約40分
高松自動車道 高松中央ICから約30分または
高松西ICから約30分
※塩江バス停から無料送迎あり

約1250年の歴史がある塩江温泉郷。四季折々の自然が楽しめます。お肌つるつる“べっぴんの
湯”をご堪能ください。お部屋のお風呂も温泉付きです。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 087-893-1200
【住所】 香川県高松市塩江町安原上東1-6

【休憩所の利用時間】 11：30-16：00
【休憩場所】 ガーデンラウンジ
【入浴可能時間】 13：00-16：00
【昼食時間】 11：30-13：00
【交通】 JR琴平駅からタクシーで約5分または

高松琴平電鉄琴平駅からタクシーで約5分
高松自動車道 善通寺ICから約20分
※JR琴平駅から無料送迎あり

こんぴらさんの御膝元、神宿る杜に包まれた庭園の宿。竹林の露天風呂とお食事で心ゆくまでお
寛ぎください。

【特定除外日】 2019/10/3・12・19・23・24、12/10・
11、2020/5/12・19、6/11・18

【TEL】 0877-75-3232
【住所】 香川県仲多度郡琴平町1241-5

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：00-21：00
【昼食時間】 11：30-15：00
【交通】 JR鳴門駅からタクシーで約15分

神戸淡路鳴門自動車道 鳴門北ICから約15分
※鳴門公園バス停から無料送迎あり

鳴門公園千畳敷に位置し、全客室、ロビー、大浴場から大鳴門橋、鳴門海峡が真近に一望できます。料
理は地元でとれた魚貝類をふんだんに使った会席料理、鳴門海峡でとれた鯛の味は格別です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 088-687-0333
【住所】 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65-７

【休憩所の利用時間】 11：00-14：00
【休憩場所】 レストラン
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：00-14：00
【交通】 JR大歩危駅から路線バスで約30分または

タクシーで約30分
徳島自動車道 井川池田ICから約55分または
高知自動車道 大豊ICから約70分

ケーブルカーで行く源泉かけ流しの露天風呂で大人気。祖谷川にせり出すような湯殿には豊富な
湯がたっぷり。祖谷の山里料理の会席でちょっと贅沢な休日を。

【特定除外日】 2020/1/8-23

【TEL】 0883-75-2311
【住所】 徳島県三好市池田町松尾松本367-28

オリジナル特典 昼食内容

ウーロン茶またはオレンジ
ジュース（1人1本）

会席料理

オリジナル特典 昼食内容

ウェルカムドリンク
（1人1杯）

和風昼食膳

オリジナル特典 昼食内容

ハンドタオル
（1人1枚）

阿波牛鉄板焼会席

オリジナル特典 昼食内容

ワンドリンク
（1人1杯）

鯛会席

オリジナル特典 昼食内容

黒豆茶（ペットボトル）
（1人1本）

季節のおまかせ会席

オリジナル特典 昼食内容

ティーラウンジの
ワンドリンク券（1人1枚）

和食膳

オリジナル特典 昼食内容

オリジナル巾着袋
（1人1個）

松花堂御膳

オリジナル特典 昼食内容

入浴剤（1人1つ） 彩御膳
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【休憩所の利用時間】 11：00-14：00
【休憩場所】 ロビーまたは湯上り処
【入浴可能時間】 12：00-16：00
【昼食時間】 11：00-14：00（最終スタート13：00）
【交通】 伊予鉄道道後温泉駅（出口ひとつ）から

徒歩約5分または
JR松山駅（出口ひとつ）から車で約15分
松山自動車道 松山ICから約20分または
川内ICから約30分

古き良きものと新しきものが調和した共生の館は、建築家・黒川紀章氏の設計によるもの。あつ湯、
ぬる湯、打たせ湯など、多種多様なお風呂も自慢の宿です。

【特定除外日】 平日

【TEL】 089-941-7777
【住所】 愛媛県松山市道後多幸町7-26

【休憩所の利用時間】 11：30-18：00
【休憩場所】 ロビー
【入浴可能時間】 11：30-18：00
【昼食時間】 11：30-15：00（ラストオーダー13：30）
【交通】 伊予鉄道道後温泉駅から徒歩約3分または

JR松山駅からタクシーで約20分
松山自動車 松山ICから約25分

創業390余年の伝統と格式を誇る宿。広大な庭園「詠風庭」には自然の川が流れ、四季折々の姿
がご覧いただけます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 089-947-0278
【住所】 愛媛県松山市道後湯之町1-33

【休憩所の利用時間】 11：00-15：00
【休憩場所】 個室
【入浴可能時間】 11：00-16：00
【昼食時間】 11：00-15：00
【交通】 土佐電鉄県庁前電停から徒歩約3分または

JR高知駅からタクシーで約10分
高知自動車道 高知ICから約15分

旧土佐藩主山内家下屋敷跡に建つ。敷地内には日本庭園や国の重要文化財「旧山内家下屋敷
長屋」等を有し、温泉も昼夜を問わず好評をいただいております。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 088-822-0131
【住所】 高知県高知市鷹匠町1-3-35

【休憩所の利用時間】 12：30-16：00
【休憩場所】 個室
【入浴可能時間】 12：30-16：00
【昼食時間】 12：00-13：30
【交通】 JR鹿児島本線東郷駅からタクシーで約20分

九州自動車道 古賀ICから約40分
※博多駅・東郷駅から無料送迎あり

福岡と北九州両市の中間で、日本最古の神社の一つである宗像大社をはじめ、豊かな自然と歴史が調和し
た玄海に立地するリゾートホテルです。お湯がたっぷりの玄海さつき温泉に入って心と身体のリフレッシュ。

【特定除外日】 2020/1/7-10

【TEL】 0940-62-4111
【住所】 福岡県宗像市田野1303

【休憩所の利用時間】 11：30-15：00
【休憩場所】 部屋
【入浴可能時間】 11：30-15：00
【昼食時間】 11：30-15：00
【交通】 JR佐世保線武雄温泉駅から路線バスで約30分

長崎自動車道 嬉野ICから約6分

嬉野の街並みを一望できる最上階の展望大浴場で、日本三大美肌の湯を体感。色鮮やかな松
花堂懐石に舌鼓を打ちながら、穏やかな時間をお過ごしいただけます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0954-42-3000
【住所】 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1021

【休憩所の利用時間】 11：30-16：00
【休憩場所】 客室
【入浴可能時間】 11：30-21：00
【昼食時間】 11：30-14：00
【交通】 JR諫早駅から路線バスで約80分

長崎自動車道 諫早ICから約60分
※諫早駅から無料送迎あり（15名以上）

雲仙の温泉街中心に位置し、地獄めぐり入口迄徒歩約1分です。また、各方面へのバス停が当館横です
ので交通至便です。大浴場で旅の疲れを癒していただき、当館自慢の会席料理をお楽しみください。

【特定除外日】 2020/8/1-6

【TEL】 0957-73-3345
【住所】 長崎県雲仙市小浜町雲仙323-1

【休憩所の利用時間】 11：30-14：30
【休憩場所】 個室食事処
【入浴可能時間】 11：00-15：00
【昼食時間】 11：30-14：30
【交通】 JR人吉駅から徒歩約13分または

タクシーで約3分
九州自動車道 人吉ICから約5分
※JR人吉駅から無料送迎あり

木のぬくもりを感じる、和風のしつらえにリゾートの雰囲気を調和させた開放感あふれる空間をご用
意。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

【TEL】 0966-22-2171
【住所】 熊本県人吉市九日町30

オリジナル特典 昼食内容

嬉野茶
（1組1つ）

桜御膳

オリジナル特典 昼食内容

ワンドリンク
（1人1杯）

満腹御膳

オリジナル特典 昼食内容

女将の力みそ
（1人1個）

ミニ会席料理

オリジナル特典 昼食内容

ワンドリンク
（1人1杯）

平日：和洋折衷、
土・日・祝日：バイキング

オリジナル特典 昼食内容

喫茶券
（1人1枚）

和食または洋食
（選択のない場合は和食）

オリジナル特典 昼食内容

ソフトドリンク
（1人1杯）

ミニ和会席

オリジナル特典 昼食内容
「四万十川」

青のりせんべい
（1組1個）

和食膳


