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展望露天風呂「棚湯」 

2023 年 1 月 5 日 

プレスリリース 

 

函館・会津・黒部の長年地域に愛される旅館ならではの体験を提案 

旅館コレクション 3 館の魅力を楽しむ温泉ほっこり旅 

バイキングにて 3 地域のご当地ラーメンや日本酒を同時提供、各特産品特設コーナーも新設 

    

 ORIX HOTELS & RESORTS がお届けする「旅館コレクション」ブランドの「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」

（北海道函館市）、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」（福島県会津若松市）、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」（富山

県黒部市）は、3 地域の魅力が同時に楽しめる初の合同企画「よくばりほっこり旅」を 2023 年 1 月 9 日（月）

より開催します。あわせて、本日より宿泊プランの予約受付を開始します。 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」は、ORIX 

HOTELS & RESORTS のコレクションブランドとして誕生した「旅館コレクション」ブランドの旅館です。

旅館コレクションは、落ち着きと安らぎを与える温泉や地域に根付いた食材を使ったお食事など、地域全体を

楽しみ、ゆるやかなくつろぎの時間をご提供しています。 

よくばりほっこり旅では、地域で長年親しまれてきた 3 つの旅館が、より身近に、そして、3 地域の魅力を同

時に楽しんでいただけるよう企画しました。各施設のバイキング会場では、3 地域のご当地ラーメンをご用意

し、各館おすすめの地酒飲み比べもお楽しみいただけます。あわせて、各施設にて旅館コレクション新設を記

念して、次回ご宿泊時に使えるご優待券などが付いている「温泉ほっこり旅プラン」を販売します。また、各

施設では、地域特産品などを紹介・販売する特設コーナーを設けておりますので、館内の散策時にぜひお立ち

寄りください。 

 

今後も旅館コレクションでは、地域の伝統的な文化や自然、食の魅力を発信し、地域活性、地産地消促進に取

り組んでまいります。 

 



 

 

  

1. ご当地ラーメン、日本酒の提供 

各地域のご当地ラーメンと（上記と同じ）おすすめの地酒を 3 施設の 

バイキング会場でご提供します。地酒は土地、水、天候の違いで味も 

異なり、それぞれの魅力を楽しめます。 

 

    【提供開始】2023 年 1 月 9 日(月)～ 

【内  容】・北海道…函館ラーメン、函館奉行 

・福島…喜多方ラーメン、会津娘 

・富山…富山ブラックラーメン、幻の瀧 

     ※施設により、夕食・朝食で提供するラーメンの種類が変わります。 

        ※仕入れの都合により、日本酒の銘柄が変わる場合がございます。 

【提供会場】・（万惣）ビュッフェレストラン「蔵祭」 

・（東鳳）バイキングレストラン「あがらんしょ」 

・（やまのは）バイキングレストラン「シーズ」 

 

2. 売店コーナーにて 3 地域特産品の販売と館内特設コーナーにて民芸品展示や観光情報を発信 

各施設の売店コーナーにて函館、会津、黒部の 3 地域の主な特産品を 

販売します。また館内の「旅館コレクション特設コーナー」にて 3 地 

域の民芸品、観光情報なども展示し、地域の魅力を発信します。 

 

【提供開始】2023 年 1 月 9 日(月)～ 

【内  容】・北海道…函館塩ラーメン、いか黄金焼き、 

五島軒 函館カレー(中辛）など 

・福島…喜多方ラーメン、武者煎餅、会津さくら肉カレー 

ごまみそせん など 

・富山…富山ブラックラーメン、白エビピリッ辛甘酢味、 

蛍烏賊沖漬け、ほたるいか甘酢味 など 

※仕入れの都合により、商品が変わる場合がございます 

【販売場所】各施設の売店コーナー 

【展示場所】各施設の「地域コレクション」特設コーナー 

 

3. 【函館・会津・黒部】旅館コレクション 3 施設を楽しむ温泉ほっこり旅プランの販売 

次回ご利用の際に使える 1 室 3,000 円引のご優待券（2 名以上でのご利用）と館内利用券 500 円分（それぞれ

大人の方 1 名につき 1 枚）、3 地域のおすすめ日本酒飲み比べセットがご夕食時に付いたうれしいプランです。 

    【販売期間】2023 年 1 月 5 日(木)～2023 年 6 月 30 日(金) 

  【宿泊期間】2023 年 1 月 9 日(月)～2023 年 6 月 30 日(金) 

バイキング会場で提供する 3 地域のご当地
ラーメン（イメージ） 

各地域の特産品（一例） 

各施設にて同時販売する函館、会津、黒部の 
特産品（一例） 



 

 

  

① 函館・湯の川温泉 ホテル万惣 

【料  金】大人 1 名あたり 14,300 円～（税・サービス料込み）  

【客  室】スタンダードルーム AB／カジュアルルーム AB／ 

タタミルーム AB 

     【内  容】 

・ご夕食・朝食バイキング 

（特典） 

・レイトチェックアウト 11：00 

・3 地域日本酒飲み比べセット 

・館内利用券（500 円）大人お一人さまにつき 1 枚付き 

・次回利用優待券 大人お一人さま 1 枚付き（3 館お好きな旅館） 

② 会津・東山温泉 御宿東鳳 

【料  金】大人 1 名あたり 14,000 円～（税・サービス料込み） 

※2名 1室、夕・朝食付き、お部屋タワー館をご利用の場合  

【客  室】タワー館 和室（10 畳・12 畳） 

【内  容】 

・ご夕食・朝食バイキング 

（特典） 

・3 地域日本酒飲み比べセット 

・館内利用券（500 円）大人お一人さまにつき 1 枚付き 

・次回利用優待券 大人お一人さま 1 枚付き（3 館お好きな旅館） 

③ 黒部・宇奈月温泉 やまのは 

【料  金】大人 1 名あたり 13,750 円～（税・サービス料込み） 

※2名 1室、夕・朝食付き、お部屋本館スタンダード和室街側をご利用の場合  

【客  室】本館スタンダード 和室街側（10 畳） 

【内  容】 

・ご夕食・朝食バイキング 

（特典） 

・3 地域日本酒飲み比べセット 

・館内利用券（500 円）大人お一人さまにつき 1 枚付き 

・次回利用優待券 大人お一人さま 1 枚付き（3 館お好きな旅館） 

 

【予約方法】（万惣）公式ウェブサイトからご予約 https://www.banso.co.jp/  

お電話でご予約 TEL: 0138-57-5061（受付時間 9:00～20:00） 

      （東鳳）公式ウェブサイトからご予約 https://www.onyado-toho.co.jp/  

お電話でご予約 TEL: 0242-26-4141（受付時間 9:00～19:00） 

      （やまのは）公式ウェブサイトからご予約 https://www.unazuki-yamanoha.jp/ 

お電話でご予約 TEL: 0765-62-1311（受付時間 9:00～20:00） 

冬の客室一例（やまのは） 

 

会津盆地が臨める展望露天大浴場 

「棚雲の湯」（東鳳） 

旬の料理が並ぶバイキング料理の一例

（万惣） 



 

 

  

 

サステナビリティの取り組みについて： 

ORIX HOTELS & RESORTS の旅館・ホテルの 15 施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営する全 23 施設では、オリックスグル

ープ全体で重要項目に掲げている「脱炭素化」「環境配慮」「安全・安心・快適性」「地域共生」の 4 つを柱としたサステナビリティにおける取

り組みを積極的に行っています。その一環として 2021 年 5 月に「地域共創プロジェクト」を開始し、これまでに地域の企業や自治体との連携、

オリックスグループのリソースを活用など、新たな観光資源の発掘・創出を多数行ってまいりました。今後も、地域の新たな魅力を発信するこ

とで、地域と運営施設の長期的で安定的なファン作りと地域活性化により好循環を促すことを目指しています。 

https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/ 

 

旅館コレクションについて： 

旅館コレクションは、日本の伝統と和を大切にし、地域に寄り添った個性を有した数々の旅館のコレクションブランドです。「地域に寄り添っ

た地域に触れる潤いの時間。」をブランドコンセプトに、落ち着きと安らぎを与える温泉や地域に根付いた食材を使用したお食事をご用意し、

旅館だけではなく地域全体もお楽しみいただけます。人の心を柔らかくときほぐし、ゆるやかなくつろぎの時間をお約束します。現在、「函館・

湯の川温泉 ホテル万惣」、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」、「熱海・大月ホテル 和風館」が旅館コレクションに含

まれます。 

  

函館・湯の川温泉 ホテル万惣について： 

函館・湯の川温泉 ホテル万惣は、レトロモダンな建物と文明開化絵巻をコンセプトにした巨大暖炉が出迎え、和魂洋才の世界へ誘うホテルで

す。北海道三大温泉郷のひとつ、湯の川温泉を堪能できる多彩な湯場が魅了します。異国情緒あふれる函館の伝統や文化を館内のそこかしこに

感じながら、心はほっと癒される、その風情もここの魅力。それが、この土地らしさ、そして「万惣」らしさでもあります。北の大地と海の幸、

函館の食文化を余すところなく愉しむ季節ごとのごちそうも贅の限りに。函館という街の世界観と食を思う存分味わえる、北国ロマンの旅へお

越しください。 

公式ウェブサイト： https://www.banso.co.jp/ 

 

黒部・宇奈月温泉 やまのは： 

奥深い緑に囲まれた、黒部峡谷の入り口に位置する宇奈月温泉。「何もない」けれど、「山」があり「川」があり「温泉」があります。「何もない」

けれど、春は「花」に囲まれ、夏は「トロッコ」が山を走り、秋は「色づいた木々」に目を奪われ、冬は「深々と降る雪」に思いが募る。四季

折々のその瞬間を楽しんでいただけるのが「黒部・宇奈月温泉 やまのは」です。大切にしたいのは、数多くの巡り合いとあたたかな心。ひとり

ひとりに寄り添う空間演出と、訪れるたびに進化するオーダーメイドのおもてなしでお迎えします。 

公式ウェブサイト：https://www.unazuki-yamanoha.jp/ 

 

会津・東山温泉 御宿 東鳳について： 

「会津・東山温泉 御宿 東鳳」は、福島県会津若松市の奥座敷、会津東山温泉の入口の高台に位置する老舗旅館です。空中に浮かんだような「宙

（そら）の湯」と、湯船を棚田状に広げた展望露天大浴場「棚雲の湯」では、会津の城下町が一望できる素晴らしい眺望と開放感をご堪能いた

だけます。 

公式ウェブサイト： https://www.onyado-toho.co.jp/

https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/
https://www.banso.co.jp/
https://www.unazuki-yamanoha.jp/
https://www.onyado-toho.co.jp/


 

 

 

 

 ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について： 

ORIX HOTELS & RESORTS は、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジ

ュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただ

く皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。現在、ORIX HOTELS & RESORTS では、北は北海道から南は別府

まで、5 ブランドにて 15 の旅館・ホテルを展開し、2022 年 10 月には、新ホテルブランドである CROSS Life（クロスライフ）を開業していま

す。 

また、ORIX HOTELS & RESORTS では、クレンリネスポリシー（『With COVID-19』下における運営・サービス指針）のもと、すべてのお

客さまに、安心・安全にご利用いただけるよう、サービスの提供に努めてまいります。詳細は、こちらをご覧ください。 

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/ 

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram 公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/ 

 

本プレスリリースに関するお問い合わせ 

ORIX HOTELS & RESORTS 

函館・湯の川温泉 ホテル万惣 

広報担当 横野 憲 (banso_info@banso.co.jp )  

Tel: 0138-57-5061 

 

ORIX HOTELS & RESORTS 

会津・東山温泉 御宿 東鳳 

広報担当 片桐 康彦 (info_toho@onyado-toho.jp )  

Tel: 0242-26-4141 

 

ORIX HOTELS & RESORTS 

黒部・宇奈月温泉 やまのは 

広報担当 中山 義之 (unazuki_info@unazuki-hotel.jp)  

Tel: 0765-62-1311 

https://www.orixhotelsandresorts.com/info/2020/09/16/3604/
https://www.orixhotelsandresorts.com/
https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/

