
2018年 11/1
2019年 3/31

期 間

おもてなし宿泊プラン

大切な記念を祝う旅 新たな節目をつくる旅

食べて・泊まって・心を癒す  温泉宿で、鳥羽の魅力を満喫！

期間中のお得な宿泊プランをチェック！



料金・ご予約・お問い合わせ

お食事

特
典
内
容

鳥羽 戸田家

★ご夕食時、1ドリンクサービス（大人のみ）

★レイトチェックアウト11時（通常10時迄）

★岩盤浴（通常1,500円／50分）大人のみ
無料サービス！［先着順］

※ベッド数に限りがございます。満床の際はご利用い
ただけないことがあります。

★ドクターフィッシュ足のエステ体験
　半額券プレゼント（1,000円⇒500円）

★売店5%OFF
 （タバコなど一部除外品がございます）

2017年7月オープンの回転展望レストランにて
四季折々の創作会席をお楽しみいただけます。
ゆっくりと回転する展望レストランで美しい鳥羽の海を眺めながら、
伊勢志摩の旬料理をご堪能ください。ご夕食はお客様の目の前で調理
し、一品一品真心込めて提供いたします。メイン食材はお好きな調理
法でお召し上がりいただけます。

アルカリ性単純泉【泉　質】

リウマチ性疾患、疲労回復、神経症、運動器障害 など

【効　能】

【源泉名】猪の倉温泉

温泉
DATA

美しい景観に触れながら、思い出に残る
かけがえのないひとときをお過ごしください。

鳥羽駅より徒歩3分、鳥羽水族館や観光船乗り場も徒歩圏
内という観光拠点として抜群の立地。鳥羽が誇るオーシャン
ビュー、戸田家の湯めぐりは男女あわせて13湯＋足湯2湯＋
岩盤浴18床。24時間風呂の風流野天風呂（湯亭）や5つの
無料貸切風呂（温泉）を存分にお楽しみくださいませ。

http://www.todaya.co.jp/　 鳥羽1-24-26場

電話（受付時間：9時～20時）orWEB予

平日2名様1室ご利用時
１泊2食付き（サ込・税別）

南館（和室・和洋室・洋室）…… 17,000円～／１名
嬉春亭  和室 ………………… 20,000円～／１名

ご宿泊料金（目安）￥ TEL. 0599-25-2500（代表）問

　 注意事項
※2名様以上で事前にご予約ください。
※大人おひとり様につき別途入湯税150円を承ります。

！

【5大特典付】オープン１周年謝恩

「東風と海」夕凪会席 ＜回転展望レストラン＞
こ   　ち

オンライン予約はこちら
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太平洋に面した海辺のまち鳥羽。 

この場所に“鳥羽温泉郷”と呼ばれる９つの湯処があります。

そんな鳥羽温泉郷の魅力は、やっぱり各ホテル・旅館の温泉です。天然温泉、絶景が

見える温泉、お宿自慢のこだわりの温泉など、各湯処に点在する温泉自慢のホテル・

旅館でのくつろぎの時間を存分にお楽しみください。

鳥羽市温泉振興会

鳥羽温泉郷をめぐる旅へ

ご結婚、ご出産、お誕生日、ご長寿、ご就職、各記念日など…
おめでたい人生の節目の数々。その思い出に残る特別な時間を、

鳥羽温泉郷で過ごしていただく旅が「節目の旅」です。
ご自身やご家族、お友だちの大切な節目をお祝いしましょう。

大切な記念を祝う旅

人生を祝う節目の旅もいいけれど、普段の自分に、ちょっとご褒美
なんていかがですか。鳥羽温泉郷でのんびり、ゆったり。

旅をすることで、人生に節目（思い出）を作っていただくのが
「Restart鳥羽」です。

さぁ、新たな節目を作る旅へ出かけましょう。

新たな節目をつくる旅



料金・ご予約・お問い合わせ

お食事

特
典
内
容

鳥羽 戸田家

★ご夕食時、1ドリンクサービス（大人のみ）

★レイトチェックアウト11時（通常10時迄）

★岩盤浴（通常1,500円／50分）大人のみ
無料サービス！［先着順］

※ベッド数に限りがございます。満床の際はご利用い
ただけないことがあります。

★ドクターフィッシュ足のエステ体験
　半額券プレゼント（1,000円⇒500円）

★売店5%OFF
 （タバコなど一部除外品がございます）

2017年7月オープンの回転展望レストランにて
四季折々の創作会席をお楽しみいただけます。
ゆっくりと回転する展望レストランで美しい鳥羽の海を眺めながら、
伊勢志摩の旬料理をご堪能ください。ご夕食はお客様の目の前で調理
し、一品一品真心込めて提供いたします。メイン食材はお好きな調理
法でお召し上がりいただけます。

アルカリ性単純泉【泉　質】

リウマチ性疾患、疲労回復、神経症、運動器障害 など

【効　能】

【源泉名】猪の倉温泉

温泉
DATA

美しい景観に触れながら、思い出に残る
かけがえのないひとときをお過ごしください。

鳥羽駅より徒歩3分、鳥羽水族館や観光船乗り場も徒歩圏
内という観光拠点として抜群の立地。鳥羽が誇るオーシャン
ビュー、戸田家の湯めぐりは男女あわせて13湯＋足湯2湯＋
岩盤浴18床。24時間風呂の風流野天風呂（湯亭）や5つの
無料貸切風呂（温泉）を存分にお楽しみくださいませ。

http://www.todaya.co.jp/　 鳥羽1-24-26場

電話（受付時間：9時～20時）orWEB予

平日2名様1室ご利用時
１泊2食付き（サ込・税別）

南館（和室・和洋室・洋室）…… 17,000円～／１名
嬉春亭  和室 ………………… 20,000円～／１名

ご宿泊料金（目安）￥ TEL. 0599-25-2500（代表）問

　 注意事項
※2名様以上で事前にご予約ください。
※大人おひとり様につき別途入湯税150円を承ります。

！

【5大特典付】オープン１周年謝恩

「東風と海」夕凪会席 ＜回転展望レストラン＞
こ   　ち

オンライン予約はこちら
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鳥羽温泉郷  おもてなし宿泊プラン



三重のブランドグルメ制覇！

「松阪牛しゃぶしゃぶ」「伊勢海老」「鮑」の欲張り会席

安楽島 鳥羽ビューホテル 花真珠

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉 2号泉

温泉
DATA

http://www.tvh-hana.co.jp/　 安楽島町1075-98場

電話にて予

TEL. 0599-25-2111問

平日 2名様1室………17,000円（税別）／1名
　　 3名様1室………16,000円（税別）／1名
　　 4～5名様1室 …15,000円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※チェックイン：15時～ ※バラ風呂：女性露天風呂15時～23時
！

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

榊原温泉を使用した温泉旅館。客室や高台の露天風呂からは雄大な鳥
羽湾をご覧頂けます。女性の露天風呂にはバラ風呂をご用意しており
ます。優しい香りと色鮮やかなバラをお楽しみください。お料理は、
伊勢志摩を代表する「伊勢海老」「鮑」「松阪牛」が付いた欲張り会
席。伊勢志摩ならではの旬の食材やお料理をお楽しみください。

★オーシャンビュー和室12.5帖
★レイトチェックアウト11時
★コーヒー券付

•伊勢海老お造り　•鮑踊り焼き　
•松阪牛しゃぶしゃぶ付会席　•夕朝食レストラン会場

お食事

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

祝意（喜び祝う気持ち）プラン♪

安楽島 安楽島温泉 湯元 海女乃島

自家源泉の宿。波静かな鳥羽湾に面し、ゆとりとやすらぎを大切
にしたお部屋からは美しい海の交響詩をご観賞いただけます。
お部屋は鳥羽湾一望のオーシャンビューのお部屋を確約。

★鳥羽産おかげ野菜のお料理
★地鯛の塩焼き
★海女乃島特製釜飯

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復、病後回復期

【効　能】

【源泉名】安楽島温泉

温泉
DATA

http://www.amanoshima.com/　 安楽島町1075-100場

電話にて予

TEL. 0599-26-2662問

平日2名様1室ご利用時
（サービス料込・消費税込・入湯税別）
…………………… 21,600円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

お食事

長寿の縁起物や祝事のシンボル、「鮑」「伊勢海老」「鯛」。
すべてが味わえるのが【祝意プラン】です。

伊勢海老はお刺身で、鮑は踊り焼き、鯛は船盛でご用意い
たしました。夕食時には地鯛の塩焼き、答志島産蛸釜め
し、鳥羽産おかげ野菜と海鮮カルパッチョをサービスでご
用意いたします。

その他

お誕生日のお客様には、鳥羽白木
産エディブルフラワーのデザートを
プレゼントいたします。
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三重のブランドグルメ制覇！

「松阪牛しゃぶしゃぶ」「伊勢海老」「鮑」の欲張り会席

安楽島 鳥羽ビューホテル 花真珠

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉 2号泉

温泉
DATA

http://www.tvh-hana.co.jp/　 安楽島町1075-98場

電話にて予

TEL. 0599-25-2111問

平日 2名様1室………17,000円（税別）／1名
　　 3名様1室………16,000円（税別）／1名
　　 4～5名様1室 …15,000円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※チェックイン：15時～ ※バラ風呂：女性露天風呂15時～23時
！

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

榊原温泉を使用した温泉旅館。客室や高台の露天風呂からは雄大な鳥
羽湾をご覧頂けます。女性の露天風呂にはバラ風呂をご用意しており
ます。優しい香りと色鮮やかなバラをお楽しみください。お料理は、
伊勢志摩を代表する「伊勢海老」「鮑」「松阪牛」が付いた欲張り会
席。伊勢志摩ならではの旬の食材やお料理をお楽しみください。

★オーシャンビュー和室12.5帖
★レイトチェックアウト11時
★コーヒー券付

•伊勢海老お造り　•鮑踊り焼き　
•松阪牛しゃぶしゃぶ付会席　•夕朝食レストラン会場

お食事

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

祝意（喜び祝う気持ち）プラン♪

安楽島 安楽島温泉 湯元 海女乃島

自家源泉の宿。波静かな鳥羽湾に面し、ゆとりとやすらぎを大切
にしたお部屋からは美しい海の交響詩をご観賞いただけます。
お部屋は鳥羽湾一望のオーシャンビューのお部屋を確約。

★鳥羽産おかげ野菜のお料理
★地鯛の塩焼き
★海女乃島特製釜飯

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復、病後回復期

【効　能】

【源泉名】安楽島温泉

温泉
DATA

http://www.amanoshima.com/　 安楽島町1075-100場

電話にて予

TEL. 0599-26-2662問

平日2名様1室ご利用時
（サービス料込・消費税込・入湯税別）
…………………… 21,600円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

お食事

長寿の縁起物や祝事のシンボル、「鮑」「伊勢海老」「鯛」。
すべてが味わえるのが【祝意プラン】です。

伊勢海老はお刺身で、鮑は踊り焼き、鯛は船盛でご用意い
たしました。夕食時には地鯛の塩焼き、答志島産蛸釜め
し、鳥羽産おかげ野菜と海鮮カルパッチョをサービスでご
用意いたします。

その他

お誕生日のお客様には、鳥羽白木
産エディブルフラワーのデザートを
プレゼントいたします。
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料金・ご予約・お問い合わせ

（受付時間：9時～20時）電話にて予

TEL. 0599-25-8181 ※予約専用 問

望館（和室10帖5名定員）
…………………… 18,900円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※詳しいサービス内容や演出手配はお電話にてお申し付けください。
※季節により料理内容、器が変更になる場合があります。
※仕入れ状況により、海外産イセエビを使用する場合がございます。
※伊勢海老造りお一人様２カン

！

特
典
内
容

記念日・お祝いの宿泊プラン

ケーキ・花束の手配（有料・事前申し込み）、サプライズ
の演出も承ります。
お食事は、日本の祝い魚（伊勢海老・鯛・鮑）の入った会席
料理をご用意いたします。　　　

★ちょっぴりプレゼント

★乾杯用ドリンク

単純温泉（弱アルカリ性）
【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病、冷え症、疲労回復、うちみ、くじき、健康増進など

【効　能】

【源泉名】榊原温泉（※加水・加温、濾過循環）

温泉
DATA

https://www.tobaseasidehotel.co.jp/　 安楽島町1084場安楽島 鳥羽シーサイドホテル

料金・ご予約・お問い合わせ

安楽島 ホテル アルティア鳥羽 https://toba.izumigo.co.jp/　 安楽島町1061-9場

お食事

伊勢海老＆松阪牛付　和懐石orフレンチ

お食事

特
典
内
容

【レディースプラン】≪リゾートホテルで贅沢≫
５大特典＆ミキモトアメニティー付☆至福のひと時を・・・♪

鳥羽・安楽島の高台という伊勢志摩の中でも絶好のロケーション
にあるアルティア鳥羽は、地中海風の落ち着きあるリゾートホテル
です。
施設も充実しており、露天風呂・大浴場・サウナ、エステティッ
クサロン、プールや天体望遠鏡も完備。
伊勢志摩の海の幸や松阪牛など食材にも恵まれ、アルティア鳥羽
ならではのフレンチと和食懐石でおもてなしいたします。お部屋
は洋室・和洋室とバリエーション豊富で、専用露天風呂付きの特
別室もございます。
全てのお部屋がオーシャンビューとなっており、雄大な鳥羽湾で
の眺めを心ゆくまで満喫できます。

★ミキモトアメニティー（シャンプー・リンス・
ボディーソープ）をプレゼント
★専用スリッパ　
★エステサロン40％割引にて利用OK
※フェイシャル約50分：通常7,560円→4,536円・フットト
リートメント約45分6,480円→3,888円

※割引対象は上記のコースのみとなります。
※サロン営業の状況によりお受けできない場合がございます。
予めご了承くださいませ。

★「スチーマーナノケア」をお部屋に１台
★スイーツ、ハーブティセット
★ラウンジでご利用いただけるワンドリンクチケット
　（営業時間21：00～23：00　ＬＯ 22：30）

電話orWEB予

TEL. 0599-25-7711問

平日2名様1室
…………………… 19,440円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
※エステご希望の場合は、必ず予約時にお申し込みください。
※エステ店休日あり。

！

アルカリ性単純温泉（低張性アルカリ性低温温泉）微黒褐色澄明無味無臭

【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】安楽島温泉（※加温・循環ろ過式）

温泉
DATA
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料金・ご予約・お問い合わせ

（受付時間：9時～20時）電話にて予

TEL. 0599-25-8181 ※予約専用 問

望館（和室10帖5名定員）
…………………… 18,900円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※詳しいサービス内容や演出手配はお電話にてお申し付けください。
※季節により料理内容、器が変更になる場合があります。
※仕入れ状況により、海外産イセエビを使用する場合がございます。
※伊勢海老造りお一人様２カン

！

特
典
内
容

記念日・お祝いの宿泊プラン

ケーキ・花束の手配（有料・事前申し込み）、サプライズ
の演出も承ります。
お食事は、日本の祝い魚（伊勢海老・鯛・鮑）の入った会席
料理をご用意いたします。　　　

★ちょっぴりプレゼント

★乾杯用ドリンク

単純温泉（弱アルカリ性）
【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病、冷え症、疲労回復、うちみ、くじき、健康増進など

【効　能】

【源泉名】榊原温泉（※加水・加温、濾過循環）

温泉
DATA

https://www.tobaseasidehotel.co.jp/　 安楽島町1084場安楽島 鳥羽シーサイドホテル

料金・ご予約・お問い合わせ

安楽島 ホテル アルティア鳥羽 https://toba.izumigo.co.jp/　 安楽島町1061-9場

お食事

伊勢海老＆松阪牛付　和懐石orフレンチ

お食事

特
典
内
容

【レディースプラン】≪リゾートホテルで贅沢≫
５大特典＆ミキモトアメニティー付☆至福のひと時を・・・♪

鳥羽・安楽島の高台という伊勢志摩の中でも絶好のロケーション
にあるアルティア鳥羽は、地中海風の落ち着きあるリゾートホテル
です。
施設も充実しており、露天風呂・大浴場・サウナ、エステティッ
クサロン、プールや天体望遠鏡も完備。
伊勢志摩の海の幸や松阪牛など食材にも恵まれ、アルティア鳥羽
ならではのフレンチと和食懐石でおもてなしいたします。お部屋
は洋室・和洋室とバリエーション豊富で、専用露天風呂付きの特
別室もございます。
全てのお部屋がオーシャンビューとなっており、雄大な鳥羽湾で
の眺めを心ゆくまで満喫できます。

★ミキモトアメニティー（シャンプー・リンス・
ボディーソープ）をプレゼント
★専用スリッパ　
★エステサロン40％割引にて利用OK
※フェイシャル約50分：通常7,560円→4,536円・フットト
リートメント約45分6,480円→3,888円

※割引対象は上記のコースのみとなります。
※サロン営業の状況によりお受けできない場合がございます。
予めご了承くださいませ。

★「スチーマーナノケア」をお部屋に１台
★スイーツ、ハーブティセット
★ラウンジでご利用いただけるワンドリンクチケット
　（営業時間21：00～23：00　ＬＯ 22：30）

電話orWEB予

TEL. 0599-25-7711問

平日2名様1室
…………………… 19,440円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
※エステご希望の場合は、必ず予約時にお申し込みください。
※エステ店休日あり。

！

アルカリ性単純温泉（低張性アルカリ性低温温泉）微黒褐色澄明無味無臭

【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】安楽島温泉（※加温・循環ろ過式）

温泉
DATA
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料金・ご予約・お問い合わせ

お食事

特
典
内
容

結婚記念日や誕生日、カップルでの記念のご旅行に☆

特典満載記念日プラン♪♪

浦村 サン浦島 悠季の里

お誕生日や結婚記念日の特別なご旅行に☆
お客様の特別な記念日を思い出に残るかけがえのないご旅行
にするために精一杯お手伝いさせていただきます。
　
特別なご旅行を、美味しい料理とあたたかなおもてなしとご
一緒にご演出いたします。
ご要望、ご相談、ご希望の演出などありましたら、事前のご
相談で、出来る限りご対応させていただきます。

★12時レイトチェックアウト（通常11時）
★女性様限定『色浴衣』無料貸出サービス
★乾杯に『スパークリングワイン』をご用意
★『ケーキor花束』のどちらかをプレゼント！！ ＊1
★『貸切家族風呂』無料サービス ＊2

伊勢志摩を代表する食材のイセエビはもちろん、その他、
季節ごとの旬の食材を使用した『月替わり会席』をご用意いたします。
※最上階特別室と一般和室、2階別邸をご利用のお客様は、お部屋食での用意となります。 
※最上階特別室をご利用の方は、お食事内容が「特別 悠季会席」となります。
 （特典内容は変わりません）
※古代檜露天風呂付き特別室、1F温泉付き客室、ダイニング食和室の御予約のお客様は
お部屋食ではなく、個室ダイニングでの御食事となります。

※ダイニングは3名様以上でのご予約の場合、中庭側でのご用意となります。
※別邸「水の星」の特別室をご利用のお客様は、月替り旬会席ではなく、別邸「水の星」
特別和会席でのお料理内容となります。

乾杯はいつもと雰囲気を変えて…
スパークリングワインでお祝いの記念日を乾杯し、いつ
も頑張って支えてくださる奥様や彼女には内緒で花束や
ケーキでありがとうの気持ちをお伝えしませんか？
もちろん、男性様への毎日のありがとうもご一緒に♪♪
選べる色浴衣、貸切露天で特別なひとときを…
色浴衣を着られた女性様と一緒に記念にお写真を撮った
り二人でゆっくり温泉に入って、翌朝12時までのんびり
お過ごしください。

　  https://www.sun-urashima.co.jp/　 浦村町1215-5場

電話にて予

TEL. 0599-32-6111問

平日2名様1室ご利用時
（1泊2食付／サービス料込・消費税込・入湯税別）
一般客室 …………… 22,820円／1名
9階特別室…………… 43,340円／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
＊1 花束かケーキはどちらをご希望か、下記内容を含めてご連絡ください。
【ケーキの場合】タイミング、プレートメッセージ、ろうそくの本数
【花束の場合】全体的な色合い、メッセージカードへのメッセージ

＊2 貸切家族風呂（内風呂）は先着順となりますので、ご利用をご希望の
　  お客様はご予約時にお申し付けください。
【ご利用時間】15時、16時、17時、18時、20時、21時のスタート
の40分間利用です。 

※先着順ですので、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。

！

共にアルカリ性単純温泉
【泉　質】

珠光の湯…神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ
和みの湯…慢性消化器病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】鳥羽本浦温泉 珠光の湯
／和みの湯（※加温・循環）

温泉
DATA

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

絶景と温泉に浸かり
伊勢海老・あわびを食す思い出作りプラン♪

石鏡 秀丸 花ごころ～絶景に心をゆだね海の恵みを食し宿～

石鏡（いじか）の海は、伊勢神宮を流れる川の水の合流地点。
そのため、プランクトンなどのえさが豊富なため、海の食材
は格別。
ほぼ毎日漁に出る若旦那が獲る旬魚も、その日のお楽しみ♪
魚の旨さは、負ける気がしません！！
鮮度抜群だからこそ、お魚好きなあなたも、苦手なあなたも
食べて旨～いの一言！！
伊勢海老お造り豪華船盛や秘伝のソースで仕上げる、あわび
ステーキを丸ごとかぶりつき！！
鮮度抜群の食材で、海の幸に酔いしれて下さい♪

おかみより
海・山鳥たちの声が、館内に響いております。
都会の時間を忘れ、大自然の時の流れに身をまかせてみませ
んか？
海から昇る朝日、伊勢平野に沈む夕日を眺めながら、日々の時
間をリセットしてお帰りいただけたら幸いでございます。
大自然と、新鮮なお魚が堪能できる、漁師町の宿でございます。
素敵な皆さまとのご縁を、心待ちにしております♪

　 注意事項
※２組様限定プランです。
※電話予約のみのプランです。
※アレルギー、苦手食材の対応はできかねます。
※自然に囲まれた宿です。虫さんもいます。
※ペットと同泊できるお部屋もございます。ホームページ
より詳細をご覧ください。

！

お食事
≪追加のおすすめ！≫ 
日本最高峰の「松阪牛」サーロインステーキを超～お得に… 一人前 3,800円
プリプリ「浦村かき」（蒸・フライから選択）……………… 一人前5個 1,600円

これを注文で
三大制覇！要予約

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉（七栗の湯2号）

温泉
DATA

日本三名泉　　原温泉（汲み湯）を使用しています。伊勢平野を眺めながら、美肌温泉を満喫♪ 

（受付時間：10時～18時）電話にて予

（1泊2食付／サービス料込・消費税込・入湯税別）
平日２名様１室ご利用時…17,064円／1名
休日２名様１室ご利用時…19,224円／1名

ご宿泊料金（目安）￥

TEL. 0599-32-5201問

https://hidemaru-hanagokoro.jp/　 石鏡町392場

★お部屋だし（４名様以上は個室）

★絶景貸切風呂１回40分サービス
　※ただし、強風などの日はご用意できません

オプション 　※詳しくは、HPをご覧ください。

● 海とふれあう、釣り体験
● 浴衣で、卓球！大盛り上がり♪
● お疲れは、マッサージでリフレッシュ♪

● 海景色に、星空を満喫！ 
　 絶景貸切露天風呂
● 記念日には、ケーキや花束を
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料金・ご予約・お問い合わせ

お食事

特
典
内
容

結婚記念日や誕生日、カップルでの記念のご旅行に☆

特典満載記念日プラン♪♪

浦村 サン浦島 悠季の里

お誕生日や結婚記念日の特別なご旅行に☆
お客様の特別な記念日を思い出に残るかけがえのないご旅行
にするために精一杯お手伝いさせていただきます。
　
特別なご旅行を、美味しい料理とあたたかなおもてなしとご
一緒にご演出いたします。
ご要望、ご相談、ご希望の演出などありましたら、事前のご
相談で、出来る限りご対応させていただきます。

★12時レイトチェックアウト（通常11時）
★女性様限定『色浴衣』無料貸出サービス
★乾杯に『スパークリングワイン』をご用意
★『ケーキor花束』のどちらかをプレゼント！！ ＊1
★『貸切家族風呂』無料サービス ＊2

伊勢志摩を代表する食材のイセエビはもちろん、その他、
季節ごとの旬の食材を使用した『月替わり会席』をご用意いたします。
※最上階特別室と一般和室、2階別邸をご利用のお客様は、お部屋食での用意となります。 
※最上階特別室をご利用の方は、お食事内容が「特別 悠季会席」となります。
 （特典内容は変わりません）
※古代檜露天風呂付き特別室、1F温泉付き客室、ダイニング食和室の御予約のお客様は
お部屋食ではなく、個室ダイニングでの御食事となります。

※ダイニングは3名様以上でのご予約の場合、中庭側でのご用意となります。
※別邸「水の星」の特別室をご利用のお客様は、月替り旬会席ではなく、別邸「水の星」
特別和会席でのお料理内容となります。

乾杯はいつもと雰囲気を変えて…
スパークリングワインでお祝いの記念日を乾杯し、いつ
も頑張って支えてくださる奥様や彼女には内緒で花束や
ケーキでありがとうの気持ちをお伝えしませんか？
もちろん、男性様への毎日のありがとうもご一緒に♪♪
選べる色浴衣、貸切露天で特別なひとときを…
色浴衣を着られた女性様と一緒に記念にお写真を撮った
り二人でゆっくり温泉に入って、翌朝12時までのんびり
お過ごしください。

　  https://www.sun-urashima.co.jp/　 浦村町1215-5場

電話にて予

TEL. 0599-32-6111問

平日2名様1室ご利用時
（1泊2食付／サービス料込・消費税込・入湯税別）
一般客室 …………… 22,820円／1名
9階特別室…………… 43,340円／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
＊1 花束かケーキはどちらをご希望か、下記内容を含めてご連絡ください。
【ケーキの場合】タイミング、プレートメッセージ、ろうそくの本数
【花束の場合】全体的な色合い、メッセージカードへのメッセージ

＊2 貸切家族風呂（内風呂）は先着順となりますので、ご利用をご希望の
　  お客様はご予約時にお申し付けください。
【ご利用時間】15時、16時、17時、18時、20時、21時のスタート
の40分間利用です。 

※先着順ですので、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。

！

共にアルカリ性単純温泉
【泉　質】

珠光の湯…神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ
和みの湯…慢性消化器病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】鳥羽本浦温泉 珠光の湯
／和みの湯（※加温・循環）

温泉
DATA

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

絶景と温泉に浸かり
伊勢海老・あわびを食す思い出作りプラン♪

石鏡 秀丸 花ごころ～絶景に心をゆだね海の恵みを食し宿～

石鏡（いじか）の海は、伊勢神宮を流れる川の水の合流地点。
そのため、プランクトンなどのえさが豊富なため、海の食材
は格別。
ほぼ毎日漁に出る若旦那が獲る旬魚も、その日のお楽しみ♪
魚の旨さは、負ける気がしません！！
鮮度抜群だからこそ、お魚好きなあなたも、苦手なあなたも
食べて旨～いの一言！！
伊勢海老お造り豪華船盛や秘伝のソースで仕上げる、あわび
ステーキを丸ごとかぶりつき！！
鮮度抜群の食材で、海の幸に酔いしれて下さい♪

おかみより
海・山鳥たちの声が、館内に響いております。
都会の時間を忘れ、大自然の時の流れに身をまかせてみませ
んか？
海から昇る朝日、伊勢平野に沈む夕日を眺めながら、日々の時
間をリセットしてお帰りいただけたら幸いでございます。
大自然と、新鮮なお魚が堪能できる、漁師町の宿でございます。
素敵な皆さまとのご縁を、心待ちにしております♪

　 注意事項
※２組様限定プランです。
※電話予約のみのプランです。
※アレルギー、苦手食材の対応はできかねます。
※自然に囲まれた宿です。虫さんもいます。
※ペットと同泊できるお部屋もございます。ホームページ
より詳細をご覧ください。

！

お食事
≪追加のおすすめ！≫ 
日本最高峰の「松阪牛」サーロインステーキを超～お得に… 一人前 3,800円
プリプリ「浦村かき」（蒸・フライから選択）……………… 一人前5個 1,600円

これを注文で
三大制覇！要予約

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉（七栗の湯2号）

温泉
DATA

日本三名泉　　原温泉（汲み湯）を使用しています。伊勢平野を眺めながら、美肌温泉を満喫♪ 

（受付時間：10時～18時）電話にて予

（1泊2食付／サービス料込・消費税込・入湯税別）
平日２名様１室ご利用時…17,064円／1名
休日２名様１室ご利用時…19,224円／1名

ご宿泊料金（目安）￥

TEL. 0599-32-5201問

https://hidemaru-hanagokoro.jp/　 石鏡町392場

★お部屋だし（４名様以上は個室）

★絶景貸切風呂１回40分サービス
　※ただし、強風などの日はご用意できません

オプション 　※詳しくは、HPをご覧ください。

● 海とふれあう、釣り体験
● 浴衣で、卓球！大盛り上がり♪
● お疲れは、マッサージでリフレッシュ♪

● 海景色に、星空を満喫！ 
　 絶景貸切露天風呂
● 記念日には、ケーキや花束を
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料金・ご予約・お問い合わせ

http://www.toba-ichii.co.jp/　 相差町1522-27場相差 浜の雅亭 一井

お食事

南鳥羽・漁師町・相差ならではの新鮮料理をお楽しみくださいませ。
■夕食はお部屋食でおもてなし。
■伊勢海老・鮑・和牛・ウニ釜飯がついた人気の相差海女会席コース
■追加料理：鳥羽産の牡蠣3個1,000円税別
■ウニ釜飯の苦手な方は山菜釜飯に変更可。

お食事

特
典
内
容

絶景の宿で記念の1日を…
記念日プラン☆貴方に見せたい景色があります☆

記念の日の旅行に…二人だけの特等席。地域で一番の絶景を
お楽しみくださいませ。

★露天風呂付き特別客室をご用意
★食後に3号サイズのホールケーキをご用意
★モーニングコーヒーサービス
★女性の方には雪肌精のアメニティーをご用意

（受付時間：8時～19時）電話にて予

TEL. 0599-33-7555問

１泊２食 
…………… 25,000円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
・お部屋は禁煙室です。
（おタバコは1階喫煙スペースでお願いいたします）
・ケーキについて、食後ケーキをお出ししますので、あらかじめ予約時
に下記の内容をお伝えくださいませ。
（ケーキを出すタイミング・メッセージプレートの文字・ろうそくの本数）
※サプライズケーキの場合、特にお出しするタイミングをスタッフにお伝
えくださいませ。

！

弱アルカリ性ナトリウム
【泉　質】

美肌、冷え性、五十肩、神経痛、筋肉痛、疲労回復、関節のこわばり、痔疾、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉

温泉
DATA

部屋から見る景色に感動！
夜空には満天の星に、水面に浮かぶ漁火が癒しの灯りです。月
夜には幻想的なムーンリバー…朝は水平線から昇る朝陽も感
動！冬の朝は富士山もご覧いただけます。

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

1番人気！ 伊勢海老＆鮑＆和牛「お値打ち欲張りDX」プラン

お一人様に「伊勢海老お造り1尾」「鮑踊り焼き1個」「和牛
ミニステーキ」が付く、当宿大人気のプランです。活きた鮑
は目の前で焼いてお召し上がりいただけます。

★貸切風呂1回利用無料
 （チェックイン時に受付）

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、病後回復期、美肌、冷え性、痔疾、五十肩、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉

温泉
DATA

http://toba-boyo.com/　 相差町1525場

電話にて予

TEL. 0599-33-6355問

平日2名様1室ご利用時
（1泊2食付／サービス料込・消費税込・入湯税別）
…………………… 15,660円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※近鉄・JR鳥羽駅から無料送迎バス有。
　（2名様以上、15時～17時の間で要予約）
※3歳以上で寝具・食事の不要なお子様は施設利用料
を頂戴いたします。
※別途入湯税をお一人様150円頂戴いたします。
※現地でのクレジットカード利用不可

！

相差 食いしん坊の湯宿 望洋

お部屋

≪室内設備≫
テレビ・エアコン・ウォシュレットトイレ・洗面台・ドライヤー・金庫・
ポット ※高座イス・子供イスなど貸出可（数に限りあり）
≪アメニティ≫
浴衣・羽織・フェイスタオル・バスタオル・ハンドソープ・歯ブラシ・
ひげそり ※大浴場備品としてシャンプー・コンディショナー・ボディーソープ・
ヘアブラシ
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料金・ご予約・お問い合わせ

http://www.toba-ichii.co.jp/　 相差町1522-27場相差 浜の雅亭 一井

お食事

南鳥羽・漁師町・相差ならではの新鮮料理をお楽しみくださいませ。
■夕食はお部屋食でおもてなし。
■伊勢海老・鮑・和牛・ウニ釜飯がついた人気の相差海女会席コース
■追加料理：鳥羽産の牡蠣3個1,000円税別
■ウニ釜飯の苦手な方は山菜釜飯に変更可。

お食事

特
典
内
容

絶景の宿で記念の1日を…
記念日プラン☆貴方に見せたい景色があります☆

記念の日の旅行に…二人だけの特等席。地域で一番の絶景を
お楽しみくださいませ。

★露天風呂付き特別客室をご用意
★食後に3号サイズのホールケーキをご用意
★モーニングコーヒーサービス
★女性の方には雪肌精のアメニティーをご用意

（受付時間：8時～19時）電話にて予

TEL. 0599-33-7555問

１泊２食 
…………… 25,000円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
・お部屋は禁煙室です。
（おタバコは1階喫煙スペースでお願いいたします）
・ケーキについて、食後ケーキをお出ししますので、あらかじめ予約時
に下記の内容をお伝えくださいませ。
（ケーキを出すタイミング・メッセージプレートの文字・ろうそくの本数）
※サプライズケーキの場合、特にお出しするタイミングをスタッフにお伝
えくださいませ。

！

弱アルカリ性ナトリウム
【泉　質】

美肌、冷え性、五十肩、神経痛、筋肉痛、疲労回復、関節のこわばり、痔疾、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉

温泉
DATA

部屋から見る景色に感動！
夜空には満天の星に、水面に浮かぶ漁火が癒しの灯りです。月
夜には幻想的なムーンリバー…朝は水平線から昇る朝陽も感
動！冬の朝は富士山もご覧いただけます。

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

1番人気！ 伊勢海老＆鮑＆和牛「お値打ち欲張りDX」プラン

お一人様に「伊勢海老お造り1尾」「鮑踊り焼き1個」「和牛
ミニステーキ」が付く、当宿大人気のプランです。活きた鮑
は目の前で焼いてお召し上がりいただけます。

★貸切風呂1回利用無料
 （チェックイン時に受付）

アルカリ性単純温泉【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、病後回復期、美肌、冷え性、痔疾、五十肩、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉

温泉
DATA

http://toba-boyo.com/　 相差町1525場

電話にて予

TEL. 0599-33-6355問

平日2名様1室ご利用時
（1泊2食付／サービス料込・消費税込・入湯税別）
…………………… 15,660円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※近鉄・JR鳥羽駅から無料送迎バス有。
　（2名様以上、15時～17時の間で要予約）
※3歳以上で寝具・食事の不要なお子様は施設利用料
を頂戴いたします。
※別途入湯税をお一人様150円頂戴いたします。
※現地でのクレジットカード利用不可

！

相差 食いしん坊の湯宿 望洋

お部屋

≪室内設備≫
テレビ・エアコン・ウォシュレットトイレ・洗面台・ドライヤー・金庫・
ポット ※高座イス・子供イスなど貸出可（数に限りあり）
≪アメニティ≫
浴衣・羽織・フェイスタオル・バスタオル・ハンドソープ・歯ブラシ・
ひげそり ※大浴場備品としてシャンプー・コンディショナー・ボディーソープ・
ヘアブラシ
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料金・ご予約・お問い合わせ

電話にて予

TEL. 0599-33-6000問

（消費税別・入湯税別）
……………………… 16,000円／1名

ご宿泊料金（目安）￥

特
典
内
容

海女笛会席12品プラン

千鳥ヶ浜まで徒歩１分強♪
ハンモックやフィッシュ足湯など笑顔いっぱいの思い出作り
を♪海女と漁師の町ならではの会席料理や美肌温泉を満喫で
きるアットホームな海辺の高台に建つ温泉宿です♪

★伊勢海老２品に相差大漁舟盛り
　＋ 黒毛和牛♪ さらに名物鯛香草蒸し！

ナトリウムー炭酸水素塩冷鉱泉
(低張性アルカリ性冷鉱泉)

【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉（社宮司温泉）

温泉
DATA

http://www.toyohama.co.jp/　 相差町1471千鳥ヶ浜沿い場相差 リゾートヒルズ豊浜 蒼空の風
そ 　ら　　  かぜ

相差 花の小宿 重兵衛 

お食事

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

【節目の旅★Restart鳥羽】

パワースポット『石神さん』は目の前！リフレッシュプラン♪

女性の願いをかなえてくれる石神さんの隣の隠れ家宿。
願い旅やリフレッシュには、当宿重兵衛へ。温泉の後は、
ジャズを聴きながらロビーで自家製果実酒を飲みませんか？

★女性には石神さんお守り付　

★色浴衣貸出しサービス

1泊2食付の夕食には、伊勢志摩の旬が盛りだくさんの
『旬の特別限定コース』伊勢えびと鮑がついた量より質
重視の豪華10品でご用意。
魚介や自家製のお米や野菜も拘っており朝食には体に
優しいメカブ雑炊等、すべて手作りでお待ちしております。

ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉
【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、関節のこわばり、冷え性、疲労回復、皮膚病

【効　能】

【源泉名】社宮司温泉

温泉
DATA

http://ｗｗｗ.ju-bei.com/　 相差町1395場

電話orWEBorじゃらんネット予

TEL. 0599-33-6220
info@ju-bei.com

問

平日………17,000円（税別）／1名　　  
休前日…… 2,000円（税別）アップ／1名

ご宿泊料金（目安）￥
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料金・ご予約・お問い合わせ

電話にて予

TEL. 0599-33-6000問

（消費税別・入湯税別）
……………………… 16,000円／1名

ご宿泊料金（目安）￥

特
典
内
容

海女笛会席12品プラン

千鳥ヶ浜まで徒歩１分強♪
ハンモックやフィッシュ足湯など笑顔いっぱいの思い出作り
を♪海女と漁師の町ならではの会席料理や美肌温泉を満喫で
きるアットホームな海辺の高台に建つ温泉宿です♪

★伊勢海老２品に相差大漁舟盛り
　＋ 黒毛和牛♪ さらに名物鯛香草蒸し！

ナトリウムー炭酸水素塩冷鉱泉
(低張性アルカリ性冷鉱泉)

【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】榊原温泉（社宮司温泉）

温泉
DATA

http://www.toyohama.co.jp/　 相差町1471千鳥ヶ浜沿い場相差 リゾートヒルズ豊浜 蒼空の風
そ 　ら　　  かぜ

相差 花の小宿 重兵衛 

お食事

料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

【節目の旅★Restart鳥羽】

パワースポット『石神さん』は目の前！リフレッシュプラン♪

女性の願いをかなえてくれる石神さんの隣の隠れ家宿。
願い旅やリフレッシュには、当宿重兵衛へ。温泉の後は、
ジャズを聴きながらロビーで自家製果実酒を飲みませんか？

★女性には石神さんお守り付　

★色浴衣貸出しサービス

1泊2食付の夕食には、伊勢志摩の旬が盛りだくさんの
『旬の特別限定コース』伊勢えびと鮑がついた量より質
重視の豪華10品でご用意。
魚介や自家製のお米や野菜も拘っており朝食には体に
優しいメカブ雑炊等、すべて手作りでお待ちしております。

ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉
【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、関節のこわばり、冷え性、疲労回復、皮膚病

【効　能】

【源泉名】社宮司温泉

温泉
DATA

http://ｗｗｗ.ju-bei.com/　 相差町1395場

電話orWEBorじゃらんネット予

TEL. 0599-33-6220
info@ju-bei.com

問

平日………17,000円（税別）／1名　　  
休前日…… 2,000円（税別）アップ／1名

ご宿泊料金（目安）￥
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料金・ご予約・お問い合わせ

お食事

伊勢海老・あわび・鯛の舟盛り付会席料理です。
伊勢志摩の旬の味覚をお部屋にてゆっくりとお召し上がりください。（但し5名様からは、別室個室をご用意致します。）
朝食は、広間となります。 

お食事

特
典
内
容

大切な記念日！！ 鳥羽で祝泊旅特典付プラン♪♪

お誕生日・結婚記念日・還暦のお祝いなど、大切な記念日を
幸洋荘で過ごしませんか？

★お祝いのワインまたは冷酒（花ごころ）を
1グループに1本サービス

※お酒の飲めない方は、地サイダーまたはソフトド
リンクに変更可能です。 

★一室大人４名様以上のご利用で、鯛の尾頭
付き塩焼きを一匹サービス
★モーニングコーヒー付
★無料貸切露天風呂の事前予約ができます
（前日までにご連絡ください）

★幸洋荘オリジナルフォトフレームプレゼント
（記念写真を撮影させてください） ナトリウム―炭酸水素塩冷鉱泉（低張性アルカリ性冷鉱泉）

【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節こわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病

【効　能】

【源泉名】社宮司温泉

温泉
DATA

http://toba-koyoso.com/　 相差町1110-1場

（受付時間：9時～18時）電話にて予

TEL. 0599-33-6217問

平日…………… 14,500円（税別）／1名
休前日………… 16,500円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
【お部屋】和室または和洋室のご提供となります。
室内設備：冷暖房・冷蔵庫・バス・トイレ・３２型テレビ・金庫・ポット・
お茶セット
※冷蔵庫の中にドリンクがございます（有料）
アメニティ：浴衣・館内履き・バスタオル・フェイスタオル・歯ブラシ・
歯磨き粉・固形石鹸・シャワーキャップ・髭剃り・ヘアブラシ・コップ・
ドライヤー・浴槽周りにシャンプー・コンディショナー・ボディーソープ

！

相差 幸洋荘

料金・ご予約・お問い合わせ

http://www.denyou.gr.jp/　 相差町255-2場

　 注意事項
※入湯税別途150円申し受けいたします。
※お支払いは現金払いのみとなります。

！

相差 龍宮料理と湯の宿 伝洋

お電話にてお願いいたします。予

TEL. 0599-33-6166問

1泊2食
……………… 19,000円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥

特
典
内
容

食道楽デラックスコース

伊勢海老・鮑の調理方法が豊富に選べ、
満足度の高いプランを地酒とともに…

★お伊勢参りのお酒「おかげさま」を
　ペアに1本お付けいたします。

アルカリ性単純温泉
【泉　質】

リュウマチ、関節病、皮膚病、婦人病、冷え症、神経痛、疲労回復 など

【効　能】

【源泉名】社宮司温泉（榊原温泉）

温泉
DATA
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料金・ご予約・お問い合わせ

お食事

伊勢海老・あわび・鯛の舟盛り付会席料理です。
伊勢志摩の旬の味覚をお部屋にてゆっくりとお召し上がりください。（但し5名様からは、別室個室をご用意致します。）
朝食は、広間となります。 

お食事

特
典
内
容

大切な記念日！！ 鳥羽で祝泊旅特典付プラン♪♪

お誕生日・結婚記念日・還暦のお祝いなど、大切な記念日を
幸洋荘で過ごしませんか？

★お祝いのワインまたは冷酒（花ごころ）を
1グループに1本サービス

※お酒の飲めない方は、地サイダーまたはソフトド
リンクに変更可能です。 

★一室大人４名様以上のご利用で、鯛の尾頭
付き塩焼きを一匹サービス
★モーニングコーヒー付
★無料貸切露天風呂の事前予約ができます
（前日までにご連絡ください）

★幸洋荘オリジナルフォトフレームプレゼント
（記念写真を撮影させてください） ナトリウム―炭酸水素塩冷鉱泉（低張性アルカリ性冷鉱泉）

【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節こわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病

【効　能】

【源泉名】社宮司温泉

温泉
DATA

http://toba-koyoso.com/　 相差町1110-1場

（受付時間：9時～18時）電話にて予

TEL. 0599-33-6217問

平日…………… 14,500円（税別）／1名
休前日………… 16,500円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
【お部屋】和室または和洋室のご提供となります。
室内設備：冷暖房・冷蔵庫・バス・トイレ・３２型テレビ・金庫・ポット・
お茶セット
※冷蔵庫の中にドリンクがございます（有料）
アメニティ：浴衣・館内履き・バスタオル・フェイスタオル・歯ブラシ・
歯磨き粉・固形石鹸・シャワーキャップ・髭剃り・ヘアブラシ・コップ・
ドライヤー・浴槽周りにシャンプー・コンディショナー・ボディーソープ

！

相差 幸洋荘

料金・ご予約・お問い合わせ

http://www.denyou.gr.jp/　 相差町255-2場

　 注意事項
※入湯税別途150円申し受けいたします。
※お支払いは現金払いのみとなります。

！

相差 龍宮料理と湯の宿 伝洋

お電話にてお願いいたします。予

TEL. 0599-33-6166問

1泊2食
……………… 19,000円（税別）／1名

ご宿泊料金（目安）￥

特
典
内
容

食道楽デラックスコース

伊勢海老・鮑の調理方法が豊富に選べ、
満足度の高いプランを地酒とともに…

★お伊勢参りのお酒「おかげさま」を
　ペアに1本お付けいたします。

アルカリ性単純温泉
【泉　質】

リュウマチ、関節病、皮膚病、婦人病、冷え症、神経痛、疲労回復 など

【効　能】

【源泉名】社宮司温泉（榊原温泉）

温泉
DATA
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料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

祝い魚 伊勢海老・あわび・鯛  答志島美味魚介会席

答志島 答志島温泉 寿々波

★伊勢海老姿造りお一人１匹付き

★あわび踊り焼き１コ付き

★鯛はグループで１匹付き

★朝食時には伊勢海老味噌汁付き

ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉
【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】答志島温泉 寿々乃湯

温泉
DATA

離島ならではの解放感！
四季を通して新鮮な魚介が豊富にとれる島です。たまに
は特別なご旅行を離島でゆっくり過ごしませんか。

http：//www.suzunami.net/　 答志町７３５場

電話にて予

TEL. 0599-37-2001問

1泊2食付／消費税込・入湯税（150円）別
…………………… 15,800円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※カードでのお支払いは出来ませんのでご了承くださいませ。
！

※料理、お部屋の写真はイメージです。

料金・ご予約・お問い合わせ

記念日のお祝いに 鳥羽の祝い魚を満喫プラン

答志島 答志島温泉 美さき http://misakiryokan.co.jp/　 答志町415場

お食事

鳥羽には伊勢海老・あわび・鯛という３つの祝い魚がございます。
古くから伊勢神宮に納める海産物の多くは、この答志島の周辺で水揚げされた魚介類が中心となっていました。
伊勢志摩地域の名称も答志郡と呼ばれていたほどで、その美味しさは歴史に証明されております。
プリップリの活伊勢エビとコリコリのあわびは舟盛りでお造りに、そして鯛の塩焼きをグループに１匹付き！
みんなの笑顔が楽しみになりますね♪３つを贅沢に召し上がって頂けるプランをご用意いたしました。
ぜひお召し上がりください。

お食事

特
典
内
容

鳥羽駅近くの港からたった15分の船旅で、日常を離れたゆったり
とした時間の流れる答志島。鳥羽市内でNo.1の漁獲量を誇る魚介
類が自慢の答志島で、仲買の資格を持つ当館の料理長が毎日直接
市場に行って仕入れておりますので、食材の鮮度は抜群です！！
また、島内で海釣り体験ができる宿として、釣りポイントまで最
速の徒歩10秒！！釣りたいときに気軽に体験できて、すぐ宿まで
帰って来ることもできます♪

★おめでたい旅に、鯛の塩焼きをグループに1匹
付き！みんなの笑顔が楽しみになりますね♪
★当館で人気アクティビティの海釣り用レンタル
竿が無料！！（エサは有料です）　
★さらにレンタル竿で釣れた魚は、当館の板前が
無料で調理させて頂きます！！

電話にて予

TEL. 0599-37-2141問

1泊２食付き
……………………… 15,980円／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
※ご予約の際にこちらのキャンペーンからという旨をお伝え
頂くことで特典を提供させて頂きます。お伝え頂けない場
合は通常プランのご提供になってしまいますのでご注意く
ださい。

！

ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉
【泉　質】

神経痛、疲労回復、冷え性、肩こり など
【効　能】

【源泉名】答志島温泉

温泉
DATA
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料金・ご予約・お問い合わせ

特
典
内
容

祝い魚 伊勢海老・あわび・鯛  答志島美味魚介会席

答志島 答志島温泉 寿々波

★伊勢海老姿造りお一人１匹付き

★あわび踊り焼き１コ付き

★鯛はグループで１匹付き

★朝食時には伊勢海老味噌汁付き

ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉
【泉　質】

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

【効　能】

【源泉名】答志島温泉 寿々乃湯

温泉
DATA

離島ならではの解放感！
四季を通して新鮮な魚介が豊富にとれる島です。たまに
は特別なご旅行を離島でゆっくり過ごしませんか。

http：//www.suzunami.net/　 答志町７３５場

電話にて予

TEL. 0599-37-2001問

1泊2食付／消費税込・入湯税（150円）別
…………………… 15,800円～／1名

ご宿泊料金（目安）￥

　 注意事項
※カードでのお支払いは出来ませんのでご了承くださいませ。
！

※料理、お部屋の写真はイメージです。

料金・ご予約・お問い合わせ

記念日のお祝いに 鳥羽の祝い魚を満喫プラン

答志島 答志島温泉 美さき http://misakiryokan.co.jp/　 答志町415場

お食事

鳥羽には伊勢海老・あわび・鯛という３つの祝い魚がございます。
古くから伊勢神宮に納める海産物の多くは、この答志島の周辺で水揚げされた魚介類が中心となっていました。
伊勢志摩地域の名称も答志郡と呼ばれていたほどで、その美味しさは歴史に証明されております。
プリップリの活伊勢エビとコリコリのあわびは舟盛りでお造りに、そして鯛の塩焼きをグループに１匹付き！
みんなの笑顔が楽しみになりますね♪３つを贅沢に召し上がって頂けるプランをご用意いたしました。
ぜひお召し上がりください。

お食事

特
典
内
容

鳥羽駅近くの港からたった15分の船旅で、日常を離れたゆったり
とした時間の流れる答志島。鳥羽市内でNo.1の漁獲量を誇る魚介
類が自慢の答志島で、仲買の資格を持つ当館の料理長が毎日直接
市場に行って仕入れておりますので、食材の鮮度は抜群です！！
また、島内で海釣り体験ができる宿として、釣りポイントまで最
速の徒歩10秒！！釣りたいときに気軽に体験できて、すぐ宿まで
帰って来ることもできます♪

★おめでたい旅に、鯛の塩焼きをグループに1匹
付き！みんなの笑顔が楽しみになりますね♪
★当館で人気アクティビティの海釣り用レンタル
竿が無料！！（エサは有料です）　
★さらにレンタル竿で釣れた魚は、当館の板前が
無料で調理させて頂きます！！

電話にて予

TEL. 0599-37-2141問

1泊２食付き
……………………… 15,980円／1名

ご宿泊料金（目安）￥ 　 注意事項
※ご予約の際にこちらのキャンペーンからという旨をお伝え
頂くことで特典を提供させて頂きます。お伝え頂けない場
合は通常プランのご提供になってしまいますのでご注意く
ださい。

！

ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉
【泉　質】

神経痛、疲労回復、冷え性、肩こり など
【効　能】

【源泉名】答志島温泉

温泉
DATA
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神島

とば

なかの
ごうしま

あかさき

いけの
うら

かも

しらき

ごち

くつかけ

かみのごう

まつした

ふたみ
のうら

あけの

みょうじょう

たまる

明和町

鳥羽市

伊勢市

志摩市

南伊勢町

伊勢湾

明野

　     宮     川

やまだかみぐち
みやがわ

まつお

しまいそべしまいそべ

ふなつ

近
鉄
志
摩
線

小俣町

菅島坂手島

答志島

二
見
J
C
T

伊勢志摩
スカイライン

パ
ー
ル
ロ
ー
ド

シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

第
二
伊
勢
道
路
　

松
下
J
C
T

白木IC

伊勢二見鳥羽ライン

青峯山
▲

167

167

750

47
128

42

夫婦岩・
二見興玉神社

石神さん
（神明神社）

海の
博物館

石鏡神社
（子宝の石）

鳥羽足湯処 とまり湯

鳥羽マリンターミナル
（市営定期船のりば）戸田家戸田家

鳥羽シーサイドホテル鳥羽シーサイドホテル

寿々波寿々波

美さき美さき

鳥羽展望台

伊雑宮

鳥羽ビューホテル花真珠鳥羽ビューホテル花真珠

秀丸 花ごころ秀丸 花ごころ

龍宮料理と湯の宿 伝洋龍宮料理と湯の宿 伝洋

食いしん坊の湯宿
  望洋

食いしん坊の湯宿
  望洋

ホテルアルティア鳥羽ホテルアルティア鳥羽

安楽島温泉 湯元 海女乃島安楽島温泉 湯元 海女乃島

花の小宿 重兵衛花の小宿 重兵衛

浜の雅亭 一井浜の雅亭 一井
リゾートヒルズ豊浜 
蒼空の風
リゾートヒルズ豊浜 
蒼空の風

サン浦島
悠季の里
サン浦島
悠季の里

幸洋荘幸洋荘

答志島
エリア

小浜
エリア
小浜
エリア

鳥羽
エリア

安楽島
エリア 

石鏡
エリア
石鏡
エリア

国崎
エリア
国崎
エリア

相差
エリア

畔蛸
エリア

浦村
エリア

A
B

C

D

F

E

絶品！鳥羽の
海の幸を食べよう
二人の幸福を願う「鮑」、
人 生 の 佳き日を祝う
「鯛」、大切な人の長寿
を祈る「伊勢えび」。鳥
羽を旅した記念に、これ
らの祝い魚をぜひご賞
味ください。新たな人生
のスタートです。

鳥羽温泉郷・各宿の温泉湯で身を清
め、こころを癒すのも一種の禊です。

禊湯につかり、鳥羽
の散策や伊勢神
宮 の 参 拝 へ。
禊湯からはじ
まる、すてき
な旅をお楽し
みください。

願いの井戸
願い事を書いたアコヤ貝の殻を投
げ入れて、沈んでく間に願いを込
めると、いつの日かその願いが叶
うのだそう。ミキモト真珠島内の
「珠の宮神社」にあります。

A

鳥羽城跡
戦国期に、信長・秀吉の元で水軍
として活躍した九鬼嘉隆が築いた
海城跡。公園として整備された城
跡からは、大小の離島が浮かぶ風
光明媚な鳥羽湾が一望できます。

B

鳥羽展望台
水平線から昇る日の出を眺められる
絶景スポット。鳥羽と志摩を結ぶ
パールロードにある海抜１６３ｍの高
台で、海女パフェやとばーがーと
いったご当地グルメも楽しめます。

C

石神さん（神明神社）
なんと「女性の願いを１つだけ叶
えてくれる」という夢のような神社。
神武天皇の母 玉依姫命をお祀りし
ている小さな社で、神明神社の参
道に佇んでいます。

D

海女小屋

海女が体を休める海女小屋で、現
役海女の話を聞きながら、鳥羽の
魅力のひとつである新鮮な魚介が
食べられます。この旅が人生の節
目になること間違いなしです。

（はちまんかまど／相差かまど）

E

離島・神島
三島由紀夫の小説「潮騒」の舞台
となった恋人の聖地を散策。ゆっ
たり流れる島独特の時間が、心を
癒してくれます。神島へは、鳥羽
マリンターミナルから市営定期船
で出発。

F

二見浦 【伊勢市】
伊勢神宮に参拝する前には夫婦岩で有名な二見興玉神
社へ。古くから二見浦は禊浜といい、お伊勢参りの人々
が浜辺で水を浴び、心身を清める禊をした場所でした。

伊勢神宮 【伊勢市】
二千年の歴史を有し、内宮・外宮をはじめ１２５の宮社
からなる日本人の心のふるさと。鳥羽市街地から内宮・
外宮へは約２０～３０分。清き心でお参りください。

真珠婚のまち鳥羽で
結婚30周年を祝福

御木本幸吉が世界で初めて真珠養殖を成功さ
せた鳥羽市では、結婚３０周年を迎えたご夫婦
をお祝いする真珠婚式を開催しています。ご
本人の記念に、ご両親へのプレゼントにいか
がですか。

禊湯につかり
身を清めすてきな旅に

真珠婚式は、2月と12月を除く
毎月30日に開催しています。

鳥羽温泉ソムリエが鳥羽の旅をサポート
温泉ソムリエの資格を取得した各宿のスタッフが、温泉の入り
方や鳥羽の楽しみ方などをお伝えしています。皆様の旅を、
さらに魅力あるものとしてご提案させていただきます。
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神島

とば

なかの
ごうしま

あかさき

いけの
うら

かも

しらき

ごち

くつかけ

かみのごう

まつした

ふたみ
のうら

あけの

みょうじょう

たまる

明和町

鳥羽市

伊勢市

志摩市

南伊勢町

伊勢湾

明野

　     宮     川

やまだかみぐち
みやがわ

まつお

しまいそべしまいそべ

ふなつ

近
鉄
志
摩
線

小俣町

菅島坂手島

答志島

二
見
J
C
T

伊勢志摩
スカイライン

パ
ー
ル
ロ
ー
ド

シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

第
二
伊
勢
道
路
　

松
下
J
C
T

白木IC

伊勢二見鳥羽ライン

青峯山
▲

167

167

750

47
128

42

夫婦岩・
二見興玉神社

石神さん
（神明神社）

海の
博物館

石鏡神社
（子宝の石）

鳥羽足湯処 とまり湯

鳥羽マリンターミナル
（市営定期船のりば）戸田家戸田家

鳥羽シーサイドホテル鳥羽シーサイドホテル

寿々波寿々波

美さき美さき

鳥羽展望台

伊雑宮

鳥羽ビューホテル花真珠鳥羽ビューホテル花真珠

秀丸 花ごころ秀丸 花ごころ

龍宮料理と湯の宿 伝洋龍宮料理と湯の宿 伝洋

食いしん坊の湯宿
  望洋

食いしん坊の湯宿
  望洋

ホテルアルティア鳥羽ホテルアルティア鳥羽

安楽島温泉 湯元 海女乃島安楽島温泉 湯元 海女乃島

花の小宿 重兵衛花の小宿 重兵衛

浜の雅亭 一井浜の雅亭 一井
リゾートヒルズ豊浜 
蒼空の風
リゾートヒルズ豊浜 
蒼空の風

サン浦島
悠季の里
サン浦島
悠季の里

幸洋荘幸洋荘

答志島
エリア

小浜
エリア
小浜
エリア

鳥羽
エリア

安楽島
エリア 

石鏡
エリア
石鏡
エリア

国崎
エリア
国崎
エリア

相差
エリア

畔蛸
エリア

浦村
エリア

A
B

C

D

F

E

19

鳥羽温泉郷  おもてなし宿泊プラン



■問い合わせ先

鳥羽市温泉振興会
三重県鳥羽市大明東町１番７号（鳥羽市観光協会内）
TEL 0599-25-3019　FAX 0599-25-6358    URL http://www.toba-onsen.com/

鳥羽温泉郷

宿泊施設一覧

エリア 施設名 場所 電話番号＊ ホームページ

鳥羽 戸田家 鳥羽1-24-26 25-2500 http://www.todaya.co.jp/

安楽島

鳥羽ビューホテル花真珠 安楽島町1075-98 25-2111 http://www.tvh-hana.co.jp/

安楽島温泉 湯元 海女乃島 安楽島町1075-100 26-2662 http://www.amanoshima.com/ 

鳥羽シーサイドホテル 安楽島町1084 25-5151 https://www.tobaseasidehotel.co.jp/

ホテル アルティア鳥羽 安楽島町1061-9 25-7711 https://toba.izumigo.co.jp/

浦村 サン浦島 悠季の里 浦村町1215-5 32-6111 https://www.sun-urashima.co.jp/

石鏡 秀丸 花ごころ 石鏡町392 32-5201 https://hidemaru-hanagokoro.jp/

相差

浜の雅亭 一井 相差町1522-27 33-7555 http://www.toba-ichii.co.jp/

食いしん坊の湯宿 望洋 相差町1525 33-6355 http://toba-boyo.com/

リゾートヒルズ豊浜 蒼空の風 相差町1471
千島ヶ浜沿い 33-6000 http://www.toyohama.co.jp/

花の小宿 重兵衛 相差町1395 33-6220 http://www.ju-bei.com/

幸洋荘 相差町1110-1 33-6217 http://toba-koyoso.com/

龍宮料理と湯の宿 伝洋 相差町255-2 33-6166 http://www.denyou.gr.jp/

答志
答志島温泉 寿々波 答志町735 37-2001 http://www.suzunami.net/

答志島温泉 美さき 答志町415 37-2141 http://misakiryokan.co.jp/

＊市外局番 0599

※施設により、プラン内容や予約方法が異なります。詳しくは、各施設へお問い合わせください。
※ 宿泊料金は現時点での目安です。料金が変わる場合がありますので、ご予約時にご確認ください。
　また、施設によりサービス料・消費税・入湯税（150円）等についての価格表記が異なりますのでご注意ください。
※この冊子に掲載の写真はイメージです。
※季節や仕入れ状況、天候により、プラン内容の変更またはサービスの一部をご提供できない場合があります。


