
癒やしand くつろぎ
温泉宿

写真はイメージです

①江戸時代から受継ぐ建物をリニューアルした御食事処「懐石
茶や 水音」 は、柱や梁を残して茅葺の屋根を復元。川のせせらぎ
を心地良いBGMに、里山の自然に包まれながら、味だけでなく見
た目にも麗しく、季節を感じる日本料理の醍醐味が存分に表現さ
れた懐石料理を堪能できます。②吉奈川沿いの温泉露天風呂
付のお部屋の目の前には、自然に包みこまれるような景色が広が
り、川のせせらぎを聴きながらいつでもお好きな時にお好きなだけ
温泉に入る贅沢を楽しめます。③水盤と足湯テラス。人気の足湯
席は、山 か々ら流れつく水を湛えた美しい水盤と季節の花々や紅
葉などが眺められます。④露天風呂「行基の湯」(男女入替制)⑤
玄関棟には、蒔ストーブの温もりに包まれるロビーやライブラリー、
売店などがあります。 トウフヤ  リゾート＆スパ イズ

静岡県伊豆市吉奈98　☎0558-85-1000
●チェックイン／15：00～  チェックアウト／～11：00
●アクセス／新東名高速 長泉沼津I.C、または 東名高速 沼津I.C
から伊豆縦貫道月ケ瀬I.C経由で約45分(約38km)
※ 駐車場 154台(屋外のみ/無料)
URL／http://www.tfyjapan.com/

東府や Resort&Spa-Izu

歴史ある風情や川と木々に囲まれた自然環境を活かして、伝統とモダンが融合した日本美を演出する
「東府やResort & Spa-Izu」。清流沿いに広がる3.6万坪の広大な敷地内には、玄関棟、宿泊棟、温泉、
御食事処、ベーカリー、カフェ、資料館などが離れ形式で点在しています。アルカリ性・無色透明のお
湯は、ややつる りとした滑らかな肌触りで美肌効果も期待 できるやさしい温泉は6か所あり、それぞれ
に趣が異なり、館内にいながらまるで湯巡りのようにお楽しみいただけます。

創業400年の老舗宿を「和のリゾート」へとリノベーション

日帰りでもご利用いただける施設が充実
足湯テラスのあるベーカリー&カフェ「Bakery&Table東府や」や自家製豆乳を
使ったピッツァやスイーツの「豆乳工房カフェテラス」など 、 ご宿泊のお客様だ
けではなく、外来利用が主体となる施設が充実しております。誰もが集い楽しむ
ことができる点は従来の旅館とは趣が異なる特色です。
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癒やし and くつろぎ温泉宿

①本館は国登録有形文化財に登録され
た歴史ある佇まい。②露天風呂付客室で
は自家源泉の温泉がいつでも楽しめる。
③旬の食材をふんだんに使い色彩豊かに
仕上げる日本料理。④大浴場では自家源
泉の温泉がかけ流しで楽しめる。⑤ラウン
ジからは箱根外輪山の絶景が楽しめる。

大浴場だけではなく、露天風呂付の客室や貸切風呂で
プライベートに自家源泉の温泉を楽しむこともできる。
泉質は本館・別館では単純温泉、離れはアルカリ性単純温泉。
透明で柔らかい湯は、ストレス、神経痛、疲労回復、健康増進などに
幅広い効用があるとされ、ほっこり暖まり、お肌もすべすべに。

ハコネコワキエン ミカワヤリョカン
神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷503
☎0465-43-8541（予約センター 9：00～ 18：00）
●チェックイン／15：00  チェックアウト／10：00
●アクセス／【車】国道138号線【宮ノ下点滅信号右折】→国道1号線→
　　　　　　箱根小涌園 三河屋旅館（御殿場ICから三河屋旅館まで約40分
　　　　　   【電車】小田原駅→箱根登山鉄道【強羅駅】→強羅駅から巡回シャトルバス→
　　　　　　箱根小涌園 三河屋旅館（小田原駅から三河屋旅館まで約75分）
URL  https://www.hakonekowakien-mikawaya.jp/

箱根小涌園 三河屋旅館

三河屋旅館は1883年（明治16年）創業の老舗旅館で、多くの文人墨客が宿泊した箱根でも指折りの名旅館。2020年10
月、箱根小涌園が事業継承し「箱根小涌園 三河屋旅館」として開業。自家源泉の温泉が楽しめる露天風呂付きの客室や
ノスタルジックな雰囲気が色濃く漂う本館客室など、様々なタイプをご用意。夕食は三河屋特製鍋を中心に、旬の食材
を使用した創作料理がお楽しみいただけます。

創業約140年の歴史ある老舗旅館　歴史と四季折々の名園を楽しむ
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①Dining&Bar WAVEのテラスから続くガーデンで
は、リゾートらしい雰囲気の中で寛げます。水盤の
中央には足湯が楽しめるカウンター席もあります。
②丘の上から海を望む。③お部屋の温泉とは異な
る温泉体験をしていただけるように、露天の深湯
(水深125cm)のみとなっています。水深によりお湯
の水圧をより感じられる、まさに非日常といえる温泉
体験です。他では体験できることが少ない深湯温
泉をお楽しみください。④全26室すべてにかけ流し
の温泉露天風呂を備えており、すべての客室から
太平洋と伊豆諸島が望めます。⑤玄関棟 ロビー。

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1457-30
☎0557-22-5151
●チェックイン／15：00  チェックアウト／11：00
●アクセス／新東名:長泉沼津I.C～伊豆縦貫道:修善寺I.C～
伊豆スカイライン:天城高原I.C～国道135号経由
URL／https://www.izu-hotel.com/

伊豆ホテル リゾート&スパ

2020年6月17日にOPENしたばかりの『伊豆ホテル リゾート&スパ』。熱川の最高所にあり、こちらからは太平洋
に浮かぶ大島、利島、新島などの伊豆諸島を望む180度の視界が広がる圧倒的な眺望で、それは今まで見たこと
のない伊豆の景色。客室は海側の景色の良い向きにのみ配置された贅沢な作りとなっています。また全室に、か
け流しの温泉露天風呂とテラスを備え、眺望、自然、そして温泉を存分に満喫いただけます。洗練されたサービ
スが隅々まで行き届く、全26室の上質なスモールリゾートです。

レストラン「Dining & Bar WAVE」
相模湾や駿河湾で採れた魚介類や厳選素材を用い
て、南フランスやイタリア、地中海をイメージした洋食
スタイルのコース料理をいただけます。またレストラ
ン内には鉄板焼きカウンターもございます。

②①

④

③

⑤

ホームページ MAP

伊豆熱川高原のヒルトップより太平洋と伊豆諸島を望む雄大な景色。
全26室、オーシャンビュー&温泉露天風呂付のプレミアリゾート。



オーシャンビューで寛ぐプライベートリゾート ①某サイト口コミ総合★4.83★※2021/08/24時点。②
当館プラン一例「Delicious Pick up』※夕食写真は一例。
③『Night Aquarium』21：00～22：00：夜はラウンジがBAR
へと変貌。④貸切天然温泉風呂は無料♪泉質は肌馴染
む、さらりとした泉質。⑤オーシャンビュー・全露天風呂付客室
は個性溢れる７部屋の空間。

ウェスト ステイズ静岡県伊東市八幡野1233-8
☎0557-27-2051
●チェックイン／15:30～  チェックアウト／～10：00
●アクセス／
【車】伊豆高原駅より車で約8分。※国道135号信号「東大室」ま
たは怪しい少年少女の信号「池入口」をお入りください。
●URL／http://weststays.com/

カリフォルニアスタイルの宿 Ｗest stays

全客室露天風呂から歴史ある静岡・伊豆七島を眺望できるロケーション。貸切天然温泉風呂は無料。アメリカ西海岸・カリフォルニア
スタイルを基調とした館内は大切な人との思い出をより一層に彩ります。夕食では味覚の宝庫、伊豆の地産地消・A5ランク牛の食材
を使ったDinnerをお召し上がりくださいませ。  ◆当館は全館禁煙となります◆

【Happy  Anniversary★ホールケーキ・スパークリングワイン】記念日プラン
記念日・誕生日・特別な一日をお祝いを記念するプランになります。
当館からささやかながらオリジナルアイテム付♪
ホールケーキのプレートにはお好きな15文字を入れることが出来ます。
日頃言えないメッセージを同伴者様にお伝えくださいませ。
お一人様1室当たりの料金：平日20,000円/休前日22,000円
※じゃらんNET・楽天トラベルにてご予約可能　※ご予約は4日前迄承ります

ホームページ MAP

②①

④

③

⑤

森の新鮮な空気と、ぬる湯が最高な秘湯の宿 ①明治温泉の泉質は酸性で鉄と炭酸を豊富に含むちょっと変
わった温泉が特徴です。②明治温泉では冷温浴がオススメ！③標
高1,500Mの御射鹿池の冬は幻想的な風景に。④明治温泉は
明治２１年創業の温泉宿です。⑤宿のすぐ横には見事な滝【おし
どり隠しの滝】が望めます。

ヤマノヤド メイジオンセン

長野県茅野市豊平東岳4734
☎0266-67-2660
●チェックイン／15：00  チェックアウト／10：00
●アクセス／
【車】諏訪南インターからから約30分
【電車】茅野駅より明治温泉送迎バスあり（要予約）
●URL／ https://www.meij ionsen. jp

山の宿 明治温泉

明治温泉は、長野県の人気観光スポット【御射鹿池】に一番近いお宿です。また、お一人様でも気軽に宿泊出来る湯治宿で、鉄と炭酸
が豊富な、冷たい、ぬるい、あついの３つの温度で浸かる冷温浴が好評です。森の新鮮な空気と渓谷美に癒やされる山の宿明治温泉
へ、ぜひ一度おこしくださいませ。

おすすめのプランは、蓼科の高原野菜をふんだんに使った
『ベジプラスコース』です。
野菜の甘味がとても美味しいです。
泉質は鉄炭酸泉、冷温浴がおすすめです。
設備はもともと湯治場で、トイレや洗面が共同となります。
ぜひ奥蓼科の自然を満喫してください。
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今だからこそ味わいたい、伝えたい。昔ながらの温泉宿 ①伊豆で唯一の温泉の熱を利用した砂風呂。 ②野趣溢れる貸
切露天風呂「南国野天風呂」。 ③屋外貸切露天風呂「番屋」。
④玉翠館名物！迫力ある「噴湯盛」新鮮地魚の盛り合わせです！
⑤金目鯛の煮付け一尾。

ゲンセンユモリ ギョクスイカン

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本971-1
☎0557-23-2171
●チェックイン／15：00～  チェックアウト／～10：00
●アクセス／
【車】東名高速・沼津IC～中伊豆バイパスから国道135号で120分
【電車】JR東海道線・伊東線・伊豆急線伊豆熱川駅下車、徒歩1分
●URL／ https://www.gyokusuikan.co.jp/

源泉湯守り　玉翠館

伊豆熱川駅より徒歩一分。抜群のロケーションを誇る、創業一世紀を超える昔ながらの温泉宿。創業よりこだわり続ける、「温泉職人、
湯守りによる源泉かけ流し」と「目と舌で愉しめる伊豆料理」。自家源泉からの豊富な湯量は、10のお風呂の湯めぐりを実現します。
その全ては湯守りが丁寧に管理する、源泉かけ流し。

源泉掛流し露天風呂と湯守り
最高の源泉掛流しを実現する為には、天候、気温、温泉の状態等を計算、管理す
る技術が必要不可欠です。
当館では一世紀以上前の本店創業より、「湯守り」という職人による徹底管理
に、とことんこだわり続けております。
日本を見渡しても、稀有な「湯守り」。失われた日本古来の伝統技術を、是非当館
で一度ご堪能ください。
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①大浴場と露天風呂、それぞれ2か所あり、深夜に男女入替制。宿泊の当日と翌朝に入ればそれぞれの湯船を楽しむことができま
す。どちらの大浴場にも「あつめの湯」と「ぬるめの湯」があり、お好みで入るのもよし、交代浴で代謝アップを試みるのも良いでしょ
う。②地元の食材や各地から取り寄せた素材を巧みな技で仕上げ、御食事のひとときにくつろぎと笑顔を与えます。③“飲泉”とは、
読んで字のごとく温泉を飲むこと。飲泉によって温泉の成分を吸収するので、浴用以上に効能を期待できると言われています。④
当館でスタンダードの和室（10畳）。寝具はエアリーマットレスで快適な睡眠をお楽しみいただけます。⑤明るい日差しが差し込むロ
ビー。アフリカンケヤキの一枚板を使用した、広 と々した重量1トンの巨大なテーブルでゆったりとご利用いただけます。

イトウコワキエン
静岡県伊東市広野2-2-5
☎0557-37-4131（現地） ☎0465-20-0026（予約センター）
●チェックイン／14：00  チェックアウト／10：00
●アクセス／【車】沼津ICから伊豆縦貫道～伊豆中央道で大仁へ
　　　　　　　　大仁から亀石峠経由にて約45分
　　　　　 【電車】JR伊東駅よりバス約10分（14時～18時まで送迎あり　要連絡）
URL  https://www.ito-kowakien.com/

伊東小涌園

日本の温泉処である伊豆に、数ある温泉地の中でも随
一の湯量を誇る伊東温泉。800もの源泉がある伊東で伊
東小涌園は、伊豆でも珍しい飲める温泉「飲泉処」を
所有。当館自慢の温泉で身体の中と外からあなたも湯
上り美人に。料理は、名物の「金目鯛の姿煮」をはじ
め、料理長が手間暇をかけておもてなしする料理の
数々をお楽しみ下さい。

伊豆の温泉で、寛ぎのひと時を
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①山梨らしく、お風呂も赤ワイン。赤ワイン配合の入浴剤を入
れたお湯は見た目も香りも赤ワインそのもの。②中庭を望み、
ゆったりと寛げる和室。少しずつ色づく樹々の美しさも楽しめ
る。③自家源泉の湯が溢れる落ち着いた雰囲気の半露天風
呂。④ワインの特徴や料理とのペアリングのヒントをソムリエ
に気軽に尋ねてみては？⑤種類豊富なバイキングメニューと、
個性溢れる山梨ワインをゆったりとお楽しみください。

イサワオンセン ホテル シンコウ
山梨県笛吹市石和町八田97
☎0570-011268
●チェックイン／15：00  チェックアウト／10：00
●アクセス／【車】一宮御坂ICより約15分
【電車】石和温泉駅よりお車で約5分。無料送迎バス有
URL  https://shinko.ooedoonsen.jp/

大江戸温泉物語　石和温泉 ホテル新光

日本一のワインの産地・山梨のワインをもっと気軽に楽しんで欲しいという想いを込めて、自慢のバイ
キング料理とのペアリングをご提案する温泉宿。ソムリエが豊富なバイキングメニューの中から意外な
組み合わせ、お好みのペアリングを見つけるお手伝いをします。自家源泉から湧き出るとろみのある湯
やワイン風呂も楽しめる寛ぎの宿です。

山梨ワインと食のマリアージュを楽しむ温泉宿

11月3日解禁！ 8種の山梨ヌーボー飲み比べフェア
山梨県内で今年収穫された「甲州」と「マスカット・ベリーA」を使って醸す新酒。
9月中旬頃に仕込み3～4週間かけてろ過、瓶詰されます。醸造後寝かせないため、フレッシュでフルー
ティーな味や香りを楽しむことができる正に「季節の美味しさ」を飲み放題でお楽しみください。
11月30日まで開催中の「秋の山梨グルメバイキング」の料理と合わせてお楽しみください。
【期間】11月3日（水）～11月30日（火）  【料金】1,480円（90分制）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はこちらから▶▶▶
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癒やし and くつろぎ温泉宿

LINE 公式アカウントから
アップされたばかりの最新情報を即Get ！
LINE 公式アカウントから
アップされたばかりの最新情報を即Get ！

週刊 SAYSAYSAY 見てます
か？！

① 誌面では紹介していない週刊SAYSAYSAYだけの裏情報が見られる。

②「山梨クチコミ情報誌SAYSAYSAY」のPICK UP特集を無料購読できる。

③ 山梨のグルメやショッピング、ビューティー、イベントなどの情報をチェックできる。

④ 投稿された興味のある情報にコメントができる。また投稿したコメントを通して、

　 同じ趣味や嗜好を持った読者との交流も楽しめる。

⑤ 今まで誌面からでしか出来なかった投稿が、ページ内から気軽に投稿でき、

　 誌面でも紹介される。

⑥ 誌面とは違う週刊SAYSAYSAYだけのWEB限定の読者プレゼントもご用意。

自分の身は自分で守る

自分を守ることは

他人を守ることにもなる

週刊SAYSAYSAYはこちら →

LINE公式アカウントはこちら →


