
花巻温泉は、ペーパーレス化への取り組みを進めております。

 佳松園 Kashoen

 ホテル千秋閣 Hotel Senshukaku

 ホテル花巻 Hotel Hanamaki

 ホテル紅葉館 Hotel Koyokan

大型総合リゾート

施設のご案内❖Guide of Facilities

陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な
森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の防止・回復
及び生物多様性の損失を阻止する。



政府登録国際観光旅館

宴会場「椿の間」／4F 中庭

大浴場「とろとろの湯」
（サウナ・露天風呂付）
「ひのきの露天風呂」
2F

ロビー／4F

客室（12畳＋踏込4.5畳）

◉ 客室：51室／宿泊：184名 ※全室禁煙
5F 客室（ロイヤルスイート）1
 客室（クラウンスイート）1
 宴会場 「御幸の間」40畳
4F フロント
 客室14
 ホール 「万寿山」60席
 宴会場 「つつじの間」24畳
 宴会場 「椿の間」24畳
 宴会場 「楓の間」32畳
 ホール 「桂の間」61m2

 応接室 「葵の間」52m2

 バー「赤松」21席
 売店「松風」
3F 客室15
2F 客室10
 大広間 「松竹の間」161畳 
 ホール 「菊の間」266m2

 大浴場「とろとろの湯」
 （サウナ・露天風呂付）
 アロマエステ「さくら」
1F 客室10

FLOOR INFORMATION

客室
［リビング付和室］
（12畳＋10畳＋リビング）

K a s h o e n

https://www.hanamakionsen.co.jp/kashoen/



ホテル千秋閣 ホテル花巻 ホテル紅葉館

1F2F3F 連絡通路 連絡通路

政府登録国際観光旅館

千秋の湯 大浴場／ B1F

千秋の湯 サウナ／ B1F

ロビー／1F スカイバンケット「プロスパー」
12F

アロマエステ
「ベルフィーユ」／ B1F

小ホール
「オーキッド」／ 3F

小ホール
「カトレア」／ 3F

大ホール「グレイトホール瑞雲」／1F

ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホテル紅葉館の
3ホテルは連絡通路で繋がっております。

H o t e l S e n s h u k a k u



ホテル千秋閣 ホテル花巻 ホテル紅葉館

1F2F3F 連絡通路 連絡通路

FLOOR INFORMATION
◉ 客室：182室／宿泊：673名
12F スカイバンケット「プロスパー」 ※禁煙
11F  客室（ロイヤルスイート）1
 客室（リビング付和室）4
 客室（和室）9 ／（ツインB）2 ／（ダブル）1
10F  客室（リビング付和室）2 ／（和洋室）2 ／（和室）13
 客室（ツインB）2 ／（ダブル）1
9F  客室（和室）1／（ツインA）21
 客室（ツインB）2 ／（ダブル）1
8F  客室（和室）21／（ベッド付和室）1
 客室（ツインB）2 ／（ダブル）1
7F  客室（和室）20 ／（ベッド付和室）1
 客室（ツインB）2 ／（ダブル）1
6F 客室（和室）20／（ツインB）2 ／（ダブル）1
4・5F 客室（和室）21／（ツインB）2 ／（ダブル）1
3F チャペル／結婚式場／写場／ブライズルーム／応接室
 小ホール 「オーキッド」「カトレア」92m2

 小会議場1
◉ホテル花巻・ホテル紅葉館への連絡通路
2F 「ローズダイニング」572m2

 中宴会場 「千寿の間」105畳 
 中宴会場 「唐松」62.5畳
 中ホール 「ブランエール」250m2

1F フロント・ロビー／ 売店「深山」
 大ホール 「グレイトホール瑞雲」1,000m2

 ※スクールスタイル800名
 　シアター1,500名
B1F ダイニングホール「富士の間」827m2

 ※ご人数に応じて4分割可能
 多目的ホール「花」15m2 ／「鳥」17m2

 多目的ホール「風」29m2 ／「月」56m2

 千秋の湯 大浴場（サウナ付）
 アロマエステ「ベルフィーユ」

中ホール
「ブランエール」／ 2F

ダイニングホール
「富士の間」／ B1F

売店「深山（みやま）」／1F

チャペル／ 3F

客室［和室］（10畳）

客室［和室］（29.5 〜 30畳）

客室［リビング付和室］（12畳＋リビング）

客室［和室］（15畳）

客室［ベッドルーム／ツインA］（36.9m2）
ベッド：セミダブルサイズ

客室［和洋室］（73.8m2）

客室［ベッドルーム／ツインB］（23 〜 25m2）
ベッド：シングルサイズ、セミダブルサイズ

客室［ベッドルーム／ダブル］（23m2）
ベッド：クイーンサイズ

客室［ロイヤルスイート］（147m2）
ベッド：セミダブルサイズ

ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホテル紅葉館の
3ホテルは連絡通路で繋がっております。

H o t e l S e n s h u k a k u

※ 禁煙マークのついたフロアは全室禁煙となります



ホテル千秋閣 ホテル花巻 ホテル紅葉館

1F2F3F 連絡通路 連絡通路

政府登録国際観光旅館

客室［和洋室］（75.6m2）
ベッド：セミダブルサイズ

客室［和室］（20畳）

客室
［ベッドルーム／ツイン］（37.8m2）
ベッド

客室［ローズスイート］（117m2）　ベッド：セミダブルサイズ

客室［和室］（10畳、8畳）ロビー／1F

和食処「羽山」
7F

花巻の湯
ひのき露天風呂

2F

花巻の湯 
大浴場・サウナ

ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホテル紅葉館の
3ホテルは連絡通路で繋がっております。

H o t e l H a n a m a k i



ホテル千秋閣 ホテル花巻 ホテル紅葉館

1F2F3F 連絡通路 連絡通路

売店「ひめかみ」／1F

大ホール「胡四王の間」／1F

◉ 客室：102室／宿泊：404名
7F 和食処「羽山」
 「はやちね」
6F   客室（ローズスイート）1
 客室（和洋室）6
 客室（和室）8
 客室（ツイン）4
5F  客室（和室）27
3〜4F 客室（和室）28
2F 「さくらダイニング」540m2

 花巻の湯 大浴場（ひのき露天風呂・サウナ付）
 中宴会場 「松の間」54畳 
 ラーメン酒場
 BRIDAL SALON
◉ホテル千秋閣・ホテル紅葉館への連絡通路
1F フロント・ロビー
 売店（おみやげ処　ひめかみ）
 大ホール「胡四王の間」500m2

 ※スクールスタイル300名
 　シアター700名
B1F 大広間「蓬莱の間」144畳 
 カラオケ「S&Dスタジオ」
 卓球場「SPA-TAKU PING PONG」
 ゲームコーナー
 大衆浴場「蓬莱湯」

FLOOR INFORMATION

カラオケ「S&Dスタジオ」／ B1F

「さくらダイニング」／ 2F

ラーメン酒場
2F

卓球場
「SPA-TAKU PING PONG」

B1F

中宴会場「松の間」／ 2F

大広間「蓬莱の間」／ B1F

ゲームコーナー／ B1F

ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホテル紅葉館の
3ホテルは連絡通路で繋がっております。

H o t e l H a n a m a k i

※ 禁煙マークのついたフロアは全室禁煙となります



ホテル千秋閣 ホテル花巻 ホテル紅葉館

1F2F3F 連絡通路 連絡通路

政府登録国際観光旅館

ロビー／1F

宿泊者限定 フィットネスルーム／ B1F（5：00 〜 23：00）

紅葉の湯（岩露天風呂）／ B1F

紅葉の湯 大浴場（サウナ付）／ B1F

大ホール「巌鷲の間」／1F

アロマエステ「香庵」／ B1F紅葉の湯 サウナ／ B1F

ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホテル紅葉館の
3ホテルは連絡通路で繋がっております。

H o t e l K o y o k a n



ホテル千秋閣 ホテル花巻 ホテル紅葉館

1F2F3F 連絡通路 連絡通路

中ホール「フォレストテラス」／ 7F

◉ 客室：138室／宿泊：467名
7F 中ホール「フォレストテラス」
6F 客室（リビング付和室）2  ※禁煙室あり
 客室（和洋室）2
 客室（和室）26
5F  客室（和洋室）1
 客室（ツイン）29
 客室（ダブル）4
 客室（シングル）2
4F  客室（和室）34
 客室（シングル）2
3F 客室（和室）34
 客室（シングル）2
2F 「もみじダイニング」660m2

 小ホール 「さつき」62m2 
 小ホール 「いちょう」84m2

 中宴会場 「こぶしの間」「すぎの間」各40畳
 小会議場1
 結婚式場／写場／ブライズルーム
1F フロント・ロビー
 おまつり広場
 湯上りラウンジ／売店「紅の小径」
 大ホール「巌鷲の間」800m2

 ※スクールスタイル500名
 　シアター1,200名
 中ホール「鶴泉の間」136m2

◉ホテル千秋閣・ホテル花巻への連絡通路
B1F 紅葉の湯 岩露天風呂／大浴場（サウナ付）
 アロマエステ「香庵」／宿泊者専用フィットネスルーム

FLOOR INFORMATION

おまつり広場／1F　
20：30 〜 21：00（無料）　
※休演日あり

売店「紅の小径」／1F

客室［リビング付和室］（12畳＋リビング） 客室［和洋室］（12畳＋ツイン）

客室［和洋室］（46.95m2）
ベッド：セミダブルサイズ　※禁煙

客室［和室］（10畳、8畳） 客室［和室］（15畳、20畳）

「もみじダイニング」／ 2F

客室［ベッドルーム／ダブル］（31.2m2）
ベッド：キングサイズ　※禁煙

中宴会場「いちょうの間」／ 2F

ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホテル紅葉館の
3ホテルは連絡通路で繋がっております。

H o t e l K o y o k a n

※ 禁煙マークのついたフロアは全室禁煙となります



東北新幹線新花巻駅より無料送迎シャトルバスを
運行しております。時間等はお問い合わせ下さい。

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

名古屋  （東京オフィス）TEL.03-3273-2858
 〒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

SINCE 1927SINCE 1927SINCE 1927

ACCESS

2021.3

いわて花巻空港

花巻IC

JR新花巻駅

JR花巻空港駅
JR花巻駅

花巻温泉

アクセス ◉主要交通機関のアクセスポイントから短時間で到着

飛行機

車

東北新幹線

東北本線

車で約15分

車で約5分

車で約20分

車で約10分

車で約15分

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

大型総合リゾート

花巻温泉公式サイト


