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台川
Dai River



  Kashoen nestling among the mountains with
abundant Japanese red pines called “Nanbu
Akamatsu” which are distinct species in this area.
The visitors will enjoy nature, listening to a rich sound
of the birds and a murmuring stream of the Dai River.



４F　中庭 Japanese Garden



４F　ロビー Lobby

４F　エントランス Entrance Hall

館内のご案内（客室51室・宿泊人員180名）

 1Ｆ 客室
 2Ｆ 客室  ● ホール 「菊の間」266m2

   大広間 「松竹の間」161畳
   大浴場 （サウナ ● 露天風呂付）
   アロマエステ  ●  喫煙所
 3Ｆ 客室
 4Ｆ 客室  ● フロント  ●  売店  ●  喫煙所
   宴会場 「つつじの間」24畳
   　〃　 「椿の間」24畳
   　〃　 「楓の間」32畳
   応接室 「葵の間」52m2

   ホール 「桂の間」61m2

   　　　 「万寿山」60席
   バ　ー 「赤　松」21席
 5Ｆ 貴賓室  ●  特別室  ●「御幸の間」40畳



２F　大浴場 Public Bath（サウナ付）

露天風呂
Open Air Bath



Guest Rooms客室

１〜４F　和室（12畳＋踏込4.5畳）

B′タイプ（ツイン／バリアフリートイレ） ４F　スタンダードツイン

檜風呂

◆館内は、ゆかた・丹前姿でどうぞお気軽にお過ごし下さい。
◆客室は、全室禁煙となっております。

Please feel free to relax and walk around the hotel in your yukata 
( an informal cotton kimono ).
Smoking is prohibited in all guestrooms. 



３〜４F　リビング付和室（和室12畳＋10畳ダイニング＋リビング）

Guest Rooms

３〜４F　和洋室（和室12畳＋洋室ツイン）



３〜４F　和洋室（和室10畳＋6畳＋洋室ツイン）

５F　特別室　クラウンスイート　温泉付客室

Guest Rooms



２F    ホール「菊の間」Convention Hall

２F    大広間「松竹の間」Banquet Hall

Convention & Banquet Hall

４F    「つつじの間」
　　　「椿の間」
　　　「楓の間」
　　　Banquet Rooms



４F　「万寿山」

４F　バー「赤松」Bar

南部赤松林
Nanbu Akamatsu



   Located on the Dai River which runs
through Hanamaki Onsen, the water
overflows from a small opening on the top
of a large rock (height 8.5m, width 30m),
which creates numerous streams flowing
down in all directions to the basin beneath it.
There is a natural path leading to the
waterfall through the forest, in about 20
minutes to walk around there.

Kamabuchi Falls

   Hanamaki Onsen has one of the most famous rose 
gardens in Northeast Japan. You can enjoy the rose 
garden year-round, but three times per year (mid-June, 
late July, and mid-September) the garden is in gorgeous 
full bloom. 
   We also illuminate the garden for nighttime visits. 
Come and experience its unique, otherworldly beauty!
   We have discounts for hotel guests, so when you buy 
your tickets, please inquire at the front desk. 

Rose Garden

イーハトーブの風景地 釜淵の滝
花巻温泉を流れる台川にある滝。高さ8.5m、
幅30mの大きな岩の上にある穴よりあふれた
水が、幾筋にも分かれ滝壷に落ちています。
周辺は森林を抜ける遊歩道になっており、一周
20分ほどの手軽な散歩コースです。

花巻温泉は東北でも有数のバラ園がございま
す。一年中お楽しみいただけるバラ園ですが年
３回（６月中旬、７月下旬、９月中旬）は特に
美しく咲き誇ったバラをお楽しみいただけます。
ナイトローズガーデンも開催しております。いつ
もと違う幻想的なバラ園をぜひご覧ください。
宿泊者割引を行っておりますので、お買い求め
の際はフロントへお申し出ください。

バラ園



The whole view of Hanamaki Onsen

Hanamaki Onsen

Access to Hanamaki Onsen(by car or taxi)

Hanamaki Onsen Company manages
three hotels and one Japanese style inn.

It takes 5 minutes from Hanamaki Interchange on the
Tohoku Expressway; 15 minutes from Hanamaki Airport;
20 minutes from Shin-Hanamaki Station on the Shinkansen Line; 
and 10 minutes from JR Hanamakikuko Station Tohoku Line.
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ホテル紅葉館
Hotel Koyokan

バラ園
Rose Garden

ホテル花巻
Hotel Hanamaki
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Hotel Senshukaku
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花巻温泉は、佳松園・ホテル千秋閣・ホテル花巻・ホテル紅葉館・
バラ園を一つの会社で経営しております。

■飛行機
　札幌（新千歳）から約１時間
　名古屋（名古屋小牧）から約１時間10分
　大阪（伊丹）から約１時間20分
　福岡（福岡）から約２時間
　いわて花巻空港よりタクシー約15分

■お車
　東北自動車道
　花巻ICより約5分

■JR東北本線
　花巻空港駅よりタクシー約10分
■東北新幹線
　東京から約3時間
　新花巻駅よりタクシー約20分
　無料送迎バス約20〜30分



仙　台 TEL.022-222-3694
 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-24 ライオンズビル五橋403

東　京 TEL.03-3273-2860
 〒104-8460 東京都中央区八重洲2-10-3

大　阪 TEL.06-6325-5931
 〒533-0023 大阪府大阪市東淀川区東淡路5-8-38

国際興業グループセールスセンター
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お申し込み・お問い合わせ
花巻温泉株式会社

〒025-0304 岩手県花巻市湯本1-125
TEL.0198-37-2111　FAX.0198-27-2300

'19.3


