南紀白浜温泉
宿泊施設のご案内

白浜温泉旅館協同組合
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全施設に駐車場がございます。

ホテルサンリゾート白浜
TEL 0739-82-2391 FAX 0739-82-2390
【客室】 26 室
【料金】 1泊 2 食付 7,800 円～
騒がしい温泉街からちょっと離れているから、
と
ても静かな場所。
アドベンチャーワールドをはじ
め、
白良浜・千畳敷・円月島へのアクセスは車で
10 分程度の好立地。
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田 2500-185
https://sunresort-shirahama.net/

湯快リゾートプレミアム

白浜彩朝楽

TEL 0570-550-078
【客室】 160 室
（※入湯税別）
【料金】 1泊 2 食付 11,550 円～
紀州の豪華食材とワンランク上のレジャーリゾート

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 3753
https://yukai-r.jp/shirahama-saichoraku/

湯快リゾートプレミアム

白浜御苑

TEL 0570-550-078
【客室】 115 室
（和 47・洋 24・和洋 42・シングル 2）
（※入湯税別）
【料金】 1泊 2 食付 11,550 円～
庭園と穏やかな海に包まれた和みの宿

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1011
https://yukai-r.jp/shirahamagyoen/

南紀白浜 和みの湯

花鳥風月

TEL 0739-43-0010 FAX 0739-43-0014
【客室】 24 室
【料金】 平日・1泊 2 食 30,000 円～
木造 2 階建ての小さな宿です。
各室で温泉をお楽しみいただけます。
全館 WiFi 使用可。
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 3729-32
https://shirahama-kachofugetsu.com/

浜木綿くろしお山荘
TEL 0739-42-3555 FAX 0739-42-3557
【客室】 11室
【料金】 1泊 2 食付 12,420 円～
約1000坪の庭園を見ながら、
本格会席料理を
【完
全個室】
でお楽しみ下さい。
良質な白浜の源泉かけ流し温泉で疲れを癒しま
せんか。
★ロビー WiFi 無料◆
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1155
https://www.hamayu-kuroshio.com/

南紀白浜マリオットホテル

TEL 0739-42-2215（代） FAX 0739-42-3059
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1650-1
URL : http://www.shirahama-ryokan.jp/
E-Mail : ryokumi@mb.aikis.or.jp
※料金等について詳しくは各施設にお問い合わせください。
（2022.4.1現在）

紀州・白浜温泉

むさし

TEL 0739-43-0634 FAX 0739-82-2020
【客室】 148 室
（和室）
※会議室有
【料金】 平日・1泊 2 食 15,400 円～
数寄屋風玄関と、吹抜けのロビー、木の香り豊か
な空間と良質な温泉で寛いだ後は新鮮な海の幸
をご満喫いただけます。
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 868
http://www.yado-musashi.co.jp/

白良荘グランドホテル
TEL 0739-43-0100 FAX 0739-42-2438
【客室】 100 室
（和 88・和洋8・洋4）
※会議室有
【料金】 平日・1泊 2 食 15,550 円～（消費税・入湯税込）
白良浜は目の前！碧い海・白い砂浜のビーチまで
直結、徒歩３０秒。開放感たっぷりのオーシャン
ビュー。
お部屋からは美しい白良浜の景色と、海を
一望する露天風呂で白浜温泉の湯、季節の食材を
採りいれたお料理をお愉しみください。
649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 868
https://shiraraso.co.jp/

HOTEL SHIRAHAMAKAN（白浜館）

TEL 0739-43-2600 FAX 0739-43-8001
【客室】182室（和16、ビューバス付き46、
洋34・和洋84、スイート2）※会議室有
【料金】 平日 2名1室 素泊り 25,410円～
白良浜と大平洋を見渡す高台に位置するオー
シャンビューホテル。広い客室や展望温泉、屋外
プールなどを備え、優雅なひとときをご提供しま
す。「サイクリストに優しい宿」。
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2428
https://www.shirahama-marriott.com/

家族とすごす白浜の宿

柳屋

TEL 0739-42-3360 FAX 0739-43-0947
【客室】 50 室
（和 22・洋12・和洋16）
※会議室有
【料金】 平日・1泊 2 食 13,750 円～
全室より白良浜から太平洋迄ご覧頂けます。
お食
事は産地・生産者などお品書きに明記。温泉は行
幸源泉をそのままかけ流ししておりますので「古
来温泉入浴法・湯揉み」
をお楽しみ頂けます。

クアハウス白浜には 15 種類の浴槽とプールのあ
るバーデゾーン、トレーニングゾーン、リラックス
ゾーンがあります。
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 3102
http://kurhouse-shirahama.or.jp/

ホテル三楽荘
TEL 0739-43-1111 FAX 0739-42-4798
【客室】 98室【露天風呂付客室 特別室4、和室
16、洋室2）】、和洋室9、和室67
【料金】 平日・1泊2食 14,300円～（入湯税別）
美しい海と白い砂浜に、心をほどく休日を。
目の前に広がる碧い海 白い砂浜 夕日の感動
掛け流しの温泉と、地元の食材を使ったお料理で
皆様をおもてなしいたします。
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3078
https://www.sanrakuso.co.jp/

INFINITO HOTEL&SPA 南紀白浜
TEL 0739-42-2733 FAX 0739-43-1007
【客室】 74 室（洋 37 [ 内露天付 8]、和洋12、和 25）
【料金】 平日 1泊朝食 19,800 円～
白浜温泉行幸の湯。
由緒ある源泉からのかけ流し
の湯を使った温泉、高台からの最高のロケーショ
ン、訪れるゲストに感動と癒しをご提供。
地元の幸
を使った海鮮料理を堪能できる白浜オンリーワン
リゾートホテル。

旅館 万亭

TEL 0739-43-1000 FAX 0739-43-1110
【客室】 160 室（和 42・洋 53・和洋 65）※会議室有
【料金】 平日・1泊 2食 11,000 円～

※休館中

2018 年 3 月、耐震改修工事を終えグランドオー
プン！
「集う」
場所、
「帰る」
場所、
「いつもの」
場所に、
ホテルシーモアは変わり続けます。
649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1821
https://www.keyterrace.co.jp/

オーベルジュ

サウステラス

美食と源泉かけ流し湯が愉しめる 1 日 10 組限定
の大人の隠れ宿。和歌山県産の新鮮な魚介類を
使用したフレンチや会席と、源泉かけ流しの温泉
を心ゆくまでお楽しみください。

クアハウス白浜

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1680-1
https://yukai-r.jp/senjo/

SHIRAHAMA KEY TERRACE
ホテルシーモア

「日本の渚 100 選」
に選ばれた、名勝白良浜の真正
面に位置し、観光施設への活動の拠点となる宿で
す。
是非お越し下さいませ。

癒しの宿

癒しと遊びのサンセットスパリゾート

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 2018 番地
https://hotel-infinito.co.jp/

TEL 0739-42-4555 FAX 0739-43-2720
【客室】 10 室
（特別室1・洋 4・和洋室 5）
【料金】 平日・１泊２食 24,350 円～（消費税・入湯税込）

TEL 0739-42-4175 FAX 0739-42-2705
【客室】 ４２室
（和室３８・洋室４）※会議室有
【料金】 平日・1泊 2 食 12,100 円～（入湯税別）

ホテル千畳

TEL 0570-550-078
【客室】 112 室
（和 71・洋11・和洋 30）
（※入湯税別）
【料金】 1泊 2 食付 11.550 円～

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1870
https://www.yanagiya-hotel.jp/

TEL 0739-43-5151 FAX 0739-42-3037
【客室】 23 室
（和室ベッド）
【料金】 平日・1泊素泊
（3～ 4 名定員）4,400 円～

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町白良浜 1379
http://shirahamakan.com/

湯快リゾートプレミアム

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 2998-10
https://www.southterrace.co.jp/

浜千鳥の湯

海舟

TEL 0739-82-2220 FAX 0739-82-2770
【客室】 109 室
（和洋 91・洋18）
【料金】 平日・1泊 2 食 31,000 円～
岬そのものが宿屋。畳敷のモダン和風旅館。ス
タッフ一押し・混浴露天風呂からの眺めは最高で
す。

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 1698-1
https://www.hotespa.net/resort/

ホテル天山閣

海ゆう庭

TEL 0739-42-2500 FAX 0739-42-3220
【客室】 24 室
（和室 20・和洋 2・別荘 2）
【料金】 平日・1泊 2 食 22,000 円～
広大な白浜温泉パークの敷地内にある、全室に露
天風呂を備えた部屋付露天風呂と外湯めぐりの
人気宿！
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 2020
http://kaiyutei.jp/

ニューオシドリ
※休館中

