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はいふう

海辺のホテルはな

フィッシングスポット

フィッシングスポット

わたかの島へ 波おだやかな3分間の船旅

福寿荘

教育・修学旅行のご案内
心に残る旅を

Fukujyuso   Group

警察署・消防署・保健所・救急病院

鳥羽警察署 阿児町交番

鳥羽警察署 本部

志摩市阿児町鵜方3098-13

鳥羽市松尾町74‐4

0599‐43‐0037

0599‐25‐0110

警察署 住所 電話番号

消防署
志摩消防署

志摩広域消防組合磯部分署

志摩市阿児町鵜方3080

志摩市磯部町迫間21

0599‐43‐1418

0599‐55‐0006

住所 電話番号

お部屋の定員数分をご用意しております。
1.寝具

お客様ご持参とさせていただいております。
（先生方のお部屋には、ご用意がございます）

2.浴衣、歯ブラシ、タオルセット

4.シャンプー、石鹸、コップ
5.お茶セット

客室の備品

金庫がお部屋にございますが、各お部屋単位に貴重品袋を
ご用意して、フロントにまとめてお預かりしております。

9.貴重品

冷蔵庫の中にはお飲み物のご用意はございません。
6.ポット、冷蔵庫

お部屋の鍵はご到着時にあらかじめお部屋の鍵を開け、
先生にまとめてお渡ししております。

10.その他

3.スリッパ
7.ドライヤー
8.空気清浄機

名古屋営業所
名古屋市中村区名駅4-15-19 大清ビル4F

TEL.052-571-2711

大阪営業所
TEL.090-4081-3441

●お申し込みは

会議場・スポーツ施設
志摩市阿児アリーナ

志摩市阿児町神明1074-1
TEL.0599‐43‐7000

＊わたかの島対岸よりお車で約10分
大ホール、会議室、体育館他

志摩市和具535
TEL.0599‐85-2222

志摩市志摩文化会館

＊わたかの島対岸よりお車で約20分
大ホール、会議室他

磯部ふれあい公園

志摩市磯部町恵利原557
TEL.0599‐55‐3345 TEL.0599-43-5566

＊わたかの島対岸よりお車で約15分
多目的広場、総合体育館、テニスコート他

賢島スポーツガーデン

志摩市阿児町神明722‐31

＊わたかの島対岸よりお車で約15分
全天候型テニスコート

■わたかの島より対岸への渡船は24時間対応可能です。

美しい自然と歴史につつまれた島

＊わたかの島対岸よりお車で約15分

＊わたかの島対岸よりお車で約40分

志摩保健所

伊勢保健所

志摩市阿児町鵜方3098-9

伊勢市勢田町628‐2

0599‐43‐5111

0596‐27‐5135

保健所 住所 電話番号

＊わたかの島対岸よりお車で約15分

＊わたかの島対岸よりお車で約50分

＊わたかの島対岸よりお車で約15分

＊わたかの島対岸よりお車で約20分

三重県立志摩病院

志摩市民病院

志摩市阿児町鵜方1257

志摩市大王町波切194‐1

0599‐43‐0501

0599‐72‐5555

救急病院 住所 電話番号

＊わたかの島対岸よりお車で約15分

＊わたかの島対岸よりお車で約25分

（全室冷暖房完備）

千石船の行き交う江戸の頃の的矢湾の風景

伝説の島、わたかの島
的矢湾の真ん中に浮かぶ周囲約7kmの美しい島。神代の昔は伊勢神宮別宮「伊雑宮（いざ
わのみや）」の神領でオノコロジマと呼ばれた神の島。江戸時代には、江戸・大阪航路の船
（菱垣廻船や樽廻船）が避難する「風待ちの港」として栄えた歴史があります。
島内にあるスサノオノミコトをまつる八重垣神社は年に1度「天王祭」が行われ、島は活気
につつまれます。また、歯の病気が治ると伝えられる「はくさ観現」や予科練生たちがここで
過ごした記念として建てられた「絆の碑」などが残っています。

美しい島、わたかの島
周囲約7kmの小さな島でリアス式海岸である的矢湾に浮かぶ「わたかの島」は、年間を通じ
て穏やかな気候で島内の「わたかの園地」から美しい風景が堪能できます。また早春には
「あおさ」干し、秋冬にはかき筏から「かき」の水揚げ風景が楽しめます。

TEL.0599-57-2910

三重県志摩市磯部町渡鹿野517
https://www.fukujyuso.co.jp/

フ    ク    ジュ

国際観光ホテル整備法　登録旅館
伊勢志摩／磯部わたかの温泉

TEL.0599-58-0087

三重県志摩市磯部町渡鹿野414
https://umibenohotel-hana.com/

TEL.0599-57-2255

三重県志摩市磯部町渡鹿野524
https://www.hai-fu.jp/

伊勢志摩／磯部わたかの温泉
福寿荘別館

●施設のご案内●施設のご案内●施設のご案内
・客室数 66室（和室41室、和洋室17室、洋室8室）
・宴会場（大小４）　・会議室　
・大浴場（露天風呂有）　・展望大浴場　・貸切風呂　
・ロビーラウンジ　・くらぶ　・ヒーリングコーナー
・和食処　・土産処　・プール（子供用）
＊エステルームは、はいふう共有

・客室数 ２１室全室露天風呂付客室
 （洋室１０室、和室９室、和洋室２室）　
・エステルーム　・ロビーラウンジ　・ダイニングレストラン　
・セルフメイクルーム　・セレクトショップ
＊大浴場、展望大浴場、土産処は福寿荘共有

・客室数 ３０室（洋室２７室、和洋室３室）　
・大浴場　・ロビーラウンジ　
・レストラン　・多目的ルーム　・キッズルーム　　
＊ホテル前パールビーチ
＊大浴場、エステルーム、土産処は福寿荘利用可

※その他、ご要望等ございましたら、フロントまでお問い合わ
　せください。

福寿荘グループは持続可能な
開発目標（SDGs）を支援しています



伊勢志摩の心に残る安心旅をご提供

安心・安全の旅を。
万全の対策でお迎え
します。

館内に消毒液を設置継続的に共用部分の
拭き取り消毒の実施

従業員の
マスク着用

※その他、様々な対策を実施しています。

わたかの島へ 

客室一例

多目的ルーム

ダイニングルーム

大部屋一例 客室一例大部屋一例

食事会場一例

庭園露天風呂

大浴場

展望大浴場

福寿荘より自噴する温泉は、貴重な
療養泉。２館の湯めぐりも
お楽しみいただけます。

温泉ー療養泉ー

※写真はイメージです。 ※お食事は専用のセットメニューとなります。
※仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。
※アレルギーがある場合はお早めにご連絡ください。

※写真はイメージです。 ※お食事は専用のセットメニューとなります。
※仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。
※アレルギーがある場合はお早めにご連絡ください。

海に近い宿

海、山、川のロケーションの中で楽しむ
アクティビティや自然を体感できる伊
勢志摩だからこそ楽しめるスポットが
いっぱいです。

自然 Nature
伊勢志摩の自然が教室です。

志摩自然学校・カヤック

波おだやかな湾内で指導員のもと
安全なカヤックが楽しめます。

＊わたかの島対岸より
  お車で約20分

海ほおずき

人気の「浅磯体験」では、本物の
魚たちと触れあうことができます。

＊わたかの島対岸より
  お車で約30分

横山天空カフェテラス（横山展望台）

真珠筏が浮かぶ英虞湾や神宮の杜
など伊勢志摩の景観が一望できます。

＊わたかの島対岸より
  お車で約30分

今も神話が受け継がれ2,000年あま
りの歴史をもつ伊勢神宮をはじめ、
神々が見守る地域として古くから信仰
の深い地域です。

歴史 History
神 が々宿る伊勢志摩です。

伊勢神宮

125の社で構成される伊勢神宮は、
歴史ある日本人の心のふる里です。

＊伊勢神宮（内宮）へは
わたかの島対岸よりお車で約50分

斎宮歴史博物館

斎宮が最も栄えた平安時代の歴史
や文化を展示、紹介する施設です。

＊わたかの島対岸より
  お車で約75分

神明神社（石神さん）

女性の願いが一つは叶えてくれると
海女たちに信仰されている神社です。

＊わたかの島対岸より
  お車で約35分

自然と歴史につつまれた伊勢志摩だ
からこそ出来る楽しい体験がいっぱ
い。五感に感じる体験で思い出に残る
旅をお約束します。

体験 Experience
心高まる体験をしよう。

志摩さとうきび収穫体験

無農薬で育つさとうきびを収穫でき
る貴重な体験です。＊収穫時期あり

＊わたかの島対岸より
  お車で約15分

海女小屋体験
海女さんの楽し
い話を聞きなが
ら伊勢志摩の
味覚を味わうこ
とができます。

＊わたかの島対岸より
  お車で約30分フィッシング体験（わたかの島内）

わたかの島周辺は四季を通じて楽しめる
釣りスポットがいっぱいです。

四季を通じて温暖な伊勢志摩は、潮
風が心地いい観光船や人気のテーマ
パーク、水族館など一日中楽しめるス
ポットが満載です。

観光 Tourism
美しい伊勢志摩に感動する。

賢島エスパーニャクルーズ

真珠筏やリアス式海岸を見ながら優
雅な英虞湾クルーズを体験できます。

＊わたかの島対岸より
  お車で約20分

志摩スペイン村

バラエティ豊かなアトラクションで楽
しめるスペインを感じる施設です。

＊わたかの島対岸より
  お車で約15分

鳥羽水族館

飼育種類数が豊富な水族館は、動物
たちとのふれあいやショーも楽しめます。

＊わたかの島対岸より
  お車で約40分

自然がいっぱいのわたかの島へ

波おだやかな3分間の船旅

中宴会場「宝船」

大宴会場「千石船」

食事会場一例

kazamachi no 
minato

磯部わたかの温泉 
庭園露天風呂

大浴場

きりきず・やけど・慢性皮膚病・虚弱児童・
慢性婦人病・神経痛・筋肉痛・関節痛・五
十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・く
じき・慢性消化器病・痔疾・冷え症・病後回
復期・疲労回復・健康増進

〈温泉分析〉
 ナトリウム・カルシウム塩化物温泉

〈飲用効能〉慢性消化器病・慢性便秘

〈浴用効能〉

磯部わたかの温泉

温泉
安心宣言
源泉100%

ビーチでの体操や
活動もOK

わたかの島対岸から波おだやかな3分間の船旅を楽しんで、周囲7㎞の小さなわたかの島は
美しい自然の宝庫。自然学習や様々な体験旅にも最高の立地です。

福寿荘 ビーチが目の前は  な

お食事例
（ご夕食一例）

わたかのパールビーチ

わたかの園地

ドクターヘリポート

八重垣神社

はくささん

海辺のホテルはな

わたかの島
居森島

H

福寿荘
釣りスポットはいふう

福寿荘・はな・はいふう、それぞれ個性を持った旅館には２名様、４名様用のお部屋から８名様まで
宿泊可能なお部屋をご用意。また最大１００名様の食事会場をはじめご人数に応じた会場も準備いたしております。
大駐車場の完備他、わたかの島は車の往来が無く、充実した教育旅行や合宿の安心旅をお約束いたします。

相差かまどさとうみ庵

写真は相差かまど


