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岡山県真庭市／湯原温泉６８番地
Tel0867(62)2600 Fax0867(62)2300
http://www.net626.co.jp
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たとえば川沿いに宿が並び、
ところどころから立ちのぼる湯
けむりのなかカランコロンとい
うゲタの音が響いて…‥といっ
た具合。「美作三湯」のひとつ、
湯原温泉ももちろんこうした
期待を裏切らない温泉街であ
る。ところが、その街のど真ん
中におしゃれなブチホテルが建
っていて、若い女性やファミリー
に密かな人気を誇っているとい
うから興味深い。その宿の名は
プチホテルゆばらリゾート。さっ
そく訪ねてみることにした。

多彩な客室

お部屋のタイプは少数多種で洋室に
はデラックスタイプとエコノミーが又
和洋室には 4-6 名用があります。目的に
合わせてご予約下さい。全室、源泉を
引き込んだバスと洗浄機能付きのトイ
レを備えアメニティーも充実していま
す。

※エコロジー＆エコノミーの宿泊プランではア

メニティーを省略させて頂いています。

※タオル類、浴衣などお寝間着、歯ブラシ等はご

持参下さい。



- 3 -

レストラン

お食事は、レストランでアンティ
ークのオルゴール等お聴き頂きなが
らお召し上り頂きます。
※洋食と和食のコースをご用意しています。
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季節により料理の内容は変わります
が野菜など食材のほとんどは地域の有
機野菜を使用しています。

名物は、蒜山高原のジャージーの牛
乳やチーズを使用したチーズフォンデ
ュが年間通じてお勧めです。冬には近
くに住む猟師がとったイノシシのボタ
ン鍋や作州牛のシャブシャブ鍋、また
松葉ガニの水揚げ日本一の境港も 1 時

間の距離ですので浜茹での姿ガニや蟹
スキ等もご準備できます。ご予約時に
ご相談下さい。

ヘルシーメニュー

カロリーを 600Kcal に押さえたヘルシ
ーメニューの提供や減塩食など健康に
留意する必要があるお客様向けのお食
事にも対応しています。裏名物な「と
ろける温泉湯豆腐」はご高齢のお客様
に人気のメニューです。

kobayasi
タイプライタ
黒毛和牛
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お風呂と温泉

↑屋上貸切露天「千と千尋の湯」
ホテル屋上にはヒノキ風呂と陶器で

出来た釜のお風呂があり貸切で利用で
きます。入浴中に大量の足し湯のサー
ビスがあり、その様子が宮崎駿のアニ
メ映画「千と千尋の神隠し」で登場す
るシーンさながらと好評です。

※利用時間は到着時にお申し出頂きます。

西の横綱露天風呂「砂湯」→
西の横綱と評される名泉「砂湯」も徒歩

５分、湯浴み指南も承ります。
また外湯の温泉館もすぐ近くで入浴券を

差し上げます。

手湯足湯：つづみの湯
ホテル前には夜にはライトアップされるビュ

ーポイントの鼓嶽を眺望しながら入浴出来る「つ
づみの湯」（手湯足湯）があり２４時間利用でき
ます。

客室バスルームの源泉引湯
客室には全室バスルームがあり、ここに使用し
ている温泉も源泉そのまま、加温加水無しです。
湯治などで滞在された時などいつでも温泉に入
れるわけです。
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温泉の利用法

館内のお風呂は全て掛け流しで
利用しています。また都度張替て
おり 高に贅沢なお風呂を体験し
ていただけます。

循環＞無・加温＞無
加水＞無・添加＞無

左の利用証は、日本温泉協会から
の利用証明証です。
当ホテルは、元々は温泉旅館で源
泉の配湯を受けています。

泉質と温泉指南

泉 質：低張性アルカリ性高温泉

ｐｈ値：9.23

噴出量：1728 リットル／分（自噴泉）

特 徴：アルカリ効果で洗浄度が高く。
ツルツル感が強い。暖まる効
果が強くいつまでも湯冷めし
ない。痛みを緩和する。 温泉指南役：温泉全般の知識に加え

てここのお客様ごとに健康的な入浴
注 意：石鹸は、さらっと使用しゴシ 法をアドバイス出来る知識を習得し

ゴシ擦らない。ジャンプーの た温泉のプロフェッショナルです。
際はジャワーのお湯を水で薄
め温めのお湯で洗髪しリンスを怠らないこと。銀製品は変色するので
外して入浴する。入浴後バスタオルで拭き取らないのが本物温泉の作
法です。

温泉指南 湯けむりドック
（人間ドック付き宿泊プラン）

チェックイン時にどなた様
にもざっくりと温泉の利用上 地元の湯原温泉病院と提携
のご注意をご案内しています。した人間ドック付き宿泊プラ
血圧の高い方、高血糖値の方、 ン（通称：ほっとドック）を
妊娠中の方は、お申し出下さ 行っています。月～金の平日
れば安全で健康的な入浴法を 限定で７日前までにご予約が
ご伝授いたします。 必要です。

費用

温泉道場 １名様 ３３ ,６５０円
※一泊二食人間ドック付き

また日曜日には「温泉道場」を行います。こ
の道場では温泉とはなんぞや？から初めて湯原
温泉の歴史やより詳しい健康的な入浴法をお教
えします。他の旅館さんからの参加される場合もあ
ります。
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天ぷら油の廃油で宿泊料割引とエコツアー

当ホテルでは送迎車「英国製リムジン 通称：ロンドンタクシー」
を自然に優しい天ぷら油の廃油を精製したリサイクル燃料 100 ％で
走らせています。煤煙も少なく二酸
化炭素はゼロ。酸性雨の原因になる
硫黄酸化物もゼロという環境に優し
い燃料です。そして何よりも川に流
したり廃棄物として捨てることもな
くなるのです。このエコ事業にお客
様にも参加していただこうという試

みで天ぷら廃油をお持ち下さった宿泊のお客様には 1
リットル 500 円（おひとり 2 リットルまで）で買い取ら
せて頂きます。さらにご希望のお客様にはこのエコ事
業と温泉町との関わりや湯原温泉の歴史を観光しなが
らお聞き頂くエコツアーに優先参加して頂けます。是非ともご協力下さいませ。

このエコツアーは人気で他の旅館のお客様も参加される場合もありますので必ずご
予約下さい。廃油をお持ち下さらなくてもお席があれば参加可能です。

エコツアー

お車でご案内いしますので、ほとんど歩くことの
ないツアーです。チェックイン時又は朝食前後で出
発します。フロントでお申し出下さい。

※コースはその日のお天気次第となります。

40 分コースの一例
①湯原温泉の源泉と湯尻探索
②独楽の博物館と歴史 ③ハンザキの生きる環
境 ④エネルギー自給率の話 ⑤下湯原温泉の裏話 ⑥たたら製鉄の歴史と温
泉との関わり ⑦和気清麻呂ゆかりの地「社」 ⑧車両の説明と手作り作り教
室 ⑨河鹿蛙の鳴き声と生息地
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多目的ホール・面白漫画館

館内にはイベントルームとして面白漫
画館があります。グループでお泊まりの
際のミーティングや団らんにご利用下さ
い。２０名程度のミニパーティーが開け
ます。

設備
・インターネット FREESPOT
・１００インチプロジェクター
・電子ピアノ
・カラオケ
・漫画図書館
・１９７０年代のジュークボックス
・ｊａｚｚレコードコレクション

アンティーク＆面白コレクション

どことなく・・ハウルの動く城？
スターリングエンジン模型

スチームエンジントラクター

１９５０年代のタイプライター エジソン式ロウ管蓄音機
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１９００年オルゴール「レジーナ」

１８９０年オルゴール「ポリフォン」

英国製リムジンの社用車「通称：ロ
ンドンタクシー」２００５年から導入。
現在、黒と赤の２台でエコツアーに使
用しています。各種イベントに呼ばれ
ることが多く２台そろってあるのは希
です。

低温度差スターリングエンジン 英国製リムジン通称：ロンドンタクシー」
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周辺観光地

←蒜山高原
移動時間：３０分（国道 313 北上）
蒜山高原（ひるぜんこうげん）は、岡山県北部に

位置する高原地帯で西の軽井沢と呼ばれるリゾー

ト地。また、日本 大のジャージー牛の牧場など、

広大な土地を活用した高原となっている。

勝山 町並み保存地区→
移動時間：３０分（国道 313 を南下）

かつて出雲街道の宿場町として栄えた町。白

壁の土蔵や連子格子の家々が連なり、城下町

特有の風情を残している。家々の軒先にかか

る草木染めののれんは新たな町のシンボル。

←神庭の滝
移動時間：３０分（国道 313 南下）

高さ 110 ｍ、幅 20 ｍの瀑布はすばらしく断崖絶

壁を落下する滝は西日本一の規模を誇り、日本百景、

日本の滝百選、国指定名勝地にも指定されている。

大阪大学の手により餌付けされた、約 200 匹の野猿

が 出 迎 え

ます。

湯原温泉街の新名所

ダム直下の砂噴き湯は住民により管理さ
れることから露天風呂番付で西の横綱とも
評されている。街のあちこちには足湯があ
り川沿いを散策しながら楽しめる。ホテル
前の鼓嶽（つづみだけ）はライトアップさ
れ手湯足湯とともに人気のスポットとなっ
ている。
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交通アクセス

湯原温泉へは、米子自動車道の湯原インターで下りて右折し国道３１３号線
を北上３㎞、４つ目の信号を左折し１㎞温泉街にお入り下さい。

＊大阪からの所要時間は、ほぼ２時間３０分

＊広島からもほぼ同じ２時間３０分です。

＊鳥取からはほぼ２時間です。

＊岡山市内・倉敷からは１時間３０分で

※高速ハイウェイのバス停や駅への送迎についてはご相談下さい。
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