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ホテル浦島

HOTEL
Urashima

絶景

忘帰洞 Boki-do Cave 

天然洞窟温泉
紀州藩主の徳川頼倫公に「帰るのを忘れさせるほど」と
誉めて名付けられました。他の温泉地では味わう事が出
来ない大洞窟の迫力と、荒波せまる太平洋の景色を十分
にご堪能いただけます。

ホテル浦島

HOTEL
Urashima

お食事 Food
会席/バイキング

南紀勝浦では年間、約4,000トンものまぐろが水揚
げされる『まぐろの町』として有名
です。そんな勝浦ならではの、まぐ
ろを使った料理をはじめ四季折々の
旬の食材を使ったお料理で皆様をお
もてなし致します。

狼煙山遊園. 山上館の建っている狼煙山は、昔漁師の
見張り番が鯨を見つけたときや、幕末に熊野灘を航行
する⿊船を発見した時、 のろしを上げて急を告げたこ
とからこの名前がつけられたと言われています。海抜
約80mの展望台からは熊野の山々を背景にした 町並み
と太平洋の、360度の大パノラマが広がります。

ホテル浦島
公式ホームページ

Space Walker（Escalator）

スペース
ウォーカー

当館の名スポットの１つ。本館と山上館をつなぐ⻑~いエスカレーター！
高低差77ｍを楽しみながら上がれ、全⻑は154ｍ、傾斜角度が30度ある
「スペースウォーカー」。途中、熊野灘の眺めを満喫できます。
所要時間5分45秒。階段でいえばなんと、428段にもなります！
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フロント
ホテル浦島の中心部の本
館で、まずはチェックイ
ンをお澄ましくださいま
せ。

忘帰洞 Boki-do Cave 

天然洞窟温泉
紀州藩主の徳川頼倫公に「帰るのを忘れさせるほど」と
誉めて名付けられました。他の温泉地では味わう事が出
来ない大洞窟の迫力と、荒波せまる太平洋の景色を十分
にご堪能いただけます。

本館

Main
Building

本館（フロント・玄関・ロビー）

Main Building（Reception・Entrance・Lobby）
ホテル浦島の中心となる本館には、さまざまな施設が集約しています。
送迎船乗り場、玄関、ローソン、お土産店、フードホール
本館と山上館をつなぐ⻑~いエスカレーター！ 、居酒屋の他
当館名物 大洞窟温泉「忘帰洞」がございます。

LAWSON
那智勝浦の名産品等を品数豊
富に取り揃え、マチカフェ、
ATM、お弁当、郵便等の取扱
いなどございます。
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Urashima Food Hall
2020年4月に新設致しましたフード
ホールは、朝食と昼食のみ営業して
おります。営業以外のお時間は、飲
食スペース、待ち合わせ等 ご自由
にお使いいただけます。
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ホテル浦島
公式ホームページ

居酒屋
本館のみ和歌山ラーメンや居
酒屋を営業しております。ご
夕食に、ご夜食にご利用くだ
さいませ。

ホテル浦島敷地内で、魚釣りをお楽しみい
ただけます。貸し竿が無い場合がございま
すので、ご持参頂きお楽しみくださいませ。

魚釣り （本館桟橋玄関付近）
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本 館 （全室禁煙）
■収容人員：474名 ■客室：和室78室・洋室5室・合計83室
■食事：居酒屋、Urashima Food Hall ■売店：Lawson
■浴場：忘帰洞（男女入替）・はまゆうの湯（午前 男性・午後女性）

滝の湯（午前 女性・午後 男性）

03 客室
和室（本館）

Guest room
Japanese style
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なぎさ館

Nagisakan

ホテル浦島には、10の源泉があり、摂氏50度の
硫⻩分を含む、極めて濃度の高い温泉で、常に
豊富な湯量が湧き出ております。大浴場では、
かけ流しの湯をお楽しみくださいませ。
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ホテル浦島
公式ホームページ

温泉 （Onsen）

日昇館

Nisshokan

Nagisakan
海が間近の最高のロケーション。波のさざめきを聞きながら、
絶景を見渡すとあたかも波間に漂っているかのようです。

朝の始まる瞬間を体験して頂けます。すべてのものを育む太陽の力強さ
に自らの心も力付けられ癒されるのです。

客室
和室（なぎさ館）

※全室禁煙
Guest room

Japanese style

なぎさドームプール
（夏季のみ）

Swimming pool
Summer Season only

レストラン
エバーグリーン

Restaurant Ever Green
ゲームセンター

Amusement arcade

日昇館からの景色 日の出（Sunrise）
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客室
和室（日昇館）

Guest room
Japanese style

宴会場

コンベンションホール「鳳凰」
Convention hall "Houou"

レストラン サンライズ

Conference room

Restaurant "Sunrise"

洞窟温泉 玄武洞（日昇館）
"Genbu-dou" Cave 内湯 磯の湯（日昇館）

"Iso-no-yu"

なぎさ館 ■収容人員：315名 ■客室：和室59室・洋室5室・合計64室
■レストラン、宴会場、プール（夏季のみ）、ゲームコーナー

日昇館 ■収容人員：499名 ■客室：和室97室・合計97室
■レストラン、宴会場、浴場（玄武洞、磯の湯）

（全室禁煙）

（一部禁煙）
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山上館

Sanjokan

ホテル浦島敷地内には、多数の神社がまつられており、
中でも浦島稲荷神社は、朱塗りの立派な社殿を構えて
おり、おみくじやお守りもございますので、狼煙山遊
園にお越しの際は是非お立ち寄りください。
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ホテル浦島山上館ホームページ

浦島稲荷神社（Urasima Inari-jinja Shrine)

客室
和室（山上館）

Guest room
Japanese style

遙峰の湯(Yohonoyu)

（山上館宿泊専用）
The hot spring is exclusively 
for sanjo's guest's.

日昇館からの景色 日の出（Sunrise）
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お客様のシーンに合わした空間＆お料理を
ご提供致します。

おすすめ！ 那智勝浦産 生マグロ、伊勢海老

山上館 （一部禁煙室あり）
■収容人員：440名 ■客室：和室64室・洋室21室・和洋室8室 合計93室
■レストラン、宴会場、個室、狼煙山遊園（遊歩道、浦島稲荷神社）、

エスカレーター「スペースウォーカー」

洋室（山上館）
Guest room

Western style

自然の美しさをご堪能いただけるひとつ上の空間です。眼下に広がる山海は、
かたときも表情を同じくせず、その豊かなる美しさにまさしく心奪われます。

那智の滝・街並みや日の入りがご覧いただけます。 水平線、日の出、鯨の追込み漁（期間限定）
狼煙山遊園 狼煙山遊園

食事会場
レストラン

Restaurant（Buffet）

レストラン グリーンヒル
Restaurant Green Hill

山上館のレストランでのみ
提供させて頂いている
バイキング+ミニ会席の
「ハーフバイキング」。
お席に 前菜・お造り・陶板焼き（鍋物）をご用意し、パフォーマ
ンスキッチンで調理師たちが目の前で調理しブッフェスタイルで
提供いたします。

会席料理をご提供するレストラン、ご宴会場、個室がございます。
落ち着いた空間で、ごゆっくりとお食事をお楽しみ頂けます。

03 料理
会席料理

Cuisine 
(kaiseki,Buffet)

お祝い会席（イメージ）

展望台（望遠鏡設置）
狼煙山遊園から勝浦の街並みを
お楽しみいただけます。

がご覧いただけます。
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1時間30分 110㎞ 1時間15分 80㎞ 50分 40㎞
90min                                                                                              75min                     Rt.42 50min

1時間10分 90㎞ 40分 55㎞ 1時間20分 80㎞ 50分 40㎞
70min 40min                                                     80min                                                      Rt.42   50min

1時間30分 110㎞ 42号線 1時間10分 55㎞
90min                    Rt.42 70min

2時間 140㎞ 42号線 1時間30分 55㎞
120min               Rt.42        90min

料 金 大人1,300円 お子様650円（税込）
※お子様＝3歳から小学生まで。

営業時間 9：00〜19：00（最終受付18：00）
≪フェイスタオル バスタオル 無料貸し出し≫
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日帰り温泉 Day trip bathing（Onsen) 

お車で By car

ホテル浦島宿泊プラン

ホテル浦島チェーン

観光桟橋まで徒歩約６分です。
観光桟橋からは、送迎船をご利用下さいませ。

電車で By Train

東京 名古屋

新大阪

温泉とお食事が楽しめます
狼煙山遊園に登って那智勝浦の町を一望しよう！！
※各お風呂、お食事場所には営業時間が
ございますのでご了承下さいませ。

関⻄国際空港

すさみ南IC

熊野大泊IC

勢和多気IC

ホテル浦島専用駐車場からJR紀伊勝浦駅から

マイクロバスにてホテル浦島玄関へのご送迎
させて頂きます。
専用駐車場からホテル浦島まで 約10分
※ホテル浦島専用駐車場からの送迎の場合、ご希望のお客様
は送迎船乗り場までご案内致しますのでお声がけ下さいませ。

ホテル浦島

Hotel
Urashima

1時間40分 3時間50分
1 hr 40 min                                                 3 hr 50 min

3時間40分 3 hr 40 min

徒歩6分 送迎船約5分
6min on foot 5min by ferry

ネット会員登録

熊野本宮温泉郷 川湯温泉 山水館 南紀勝浦温泉

川湯みどりや 川湯まつや 万清楼
TEL 0735-42-1011 TEL 0735-42-1004 TEL 0735-52-0033

大 阪営業所 TEL 06-6345-3821
名古屋営業所 TEL 052-451-6216

東 京営業所 TEL 048-940-0078

関空 すさみ南IC

和歌山 すさみ南IC

京都南 ⻲山 勢和多気 熊野大泊

名古屋 勢和多気 熊野大泊

※運休日もございます。お手数ですがお電話確認お願い致します。


