


自然の造形物　忘帰洞

Boukidou(Bouki Cave)  a natural creation.

HONKAN

浦島本館には、自然が紡いだゆるやかな時間が流れています。

豊かな自然と長い歴史の造り出した優しい空間が、

人を自然の一部へと還してゆきます。

Time flows gently here. A peaceful atmosphere created by an abundance of
nature and history will reunite you with nature itself.

■収容人員／482名
■客室 ／和室78室・洋室5室　合計83室
■浴場／忘帰洞　滝の湯　ハマユウの湯
■ Capacity / 482 people
■ Guest rooms / 78 Japanese-style rooms
　 5 Western-style rooms, 83 rooms in total
■ Bathhouse / “Boukidou” “Taki-no-yu” “Hamayu-no-Yu”

本　館

客室（和室）Guest room (Japanese-style )

客室（洋室）Guest room (Western-style)

滝の湯（内湯）“Taki-no-yu” ロビー Lobby

本館なぎさ館

日昇館

山上館



窓を開けるといっぱいに広がる海
その名の通り、なぎさ館は海が間近の最高のロケーション。

波のさざめきを BGMに絶景を見渡せば、

あたかも波間にただよっているかのような心持ちです。

客室（洋室）Guest room (Western-style)

客室（和室）Guest room (Japanese-style)

レストラン　エバーグリーン Restaurant “ever green”
 

全天候型ドームプール（夏季のみ）
All-weather Roof top Swimming pool

Open a window to see the sea spread out in front of you.
As the name Nagisa suggests, the Nagisakan is located a perfect point very near to the sea.
When you gaze out at the magnificent view and hear the gentle rippling of the waves,
you will feel as if you are drifting on the waves yourself.

宴会場「楠」Banquet hall “Kusunoki” 

NAGISAKAN

なぎさ館

■収容人員／329名
■客室 ／和室59室・洋室23室　合計82室
■レストラン／エバーグリーン
■プール／夏季のみ
■ Capacity / 329 people
■ Guest rooms / 59 Japanese-style rooms, 
    23 Western-style rooms, 82 rooms in total
■ Restaurant / Evergreen
■ Pool / Summer only

本館なぎさ館

日昇館

山上館



その日一番の太陽とのであい

NISSYOKAN

■収容人員／560名
■客室 ／和室97室・洋室38室　合計135室
■レストラン／サンライズ
■浴場／玄武洞、磯の湯
■ Capacity / 560 people
■ Guest rooms / 97 Japanese-style rooms, 
    38 Western-style rooms, 135 rooms in total
■ Restaurant / Sunrise
■ Bathhouse / Genbudo, Isonoyu

日昇館

日昇館では、朝の始まる瞬間をその目でご覧いただけます。

すべてのものを育む太陽の力強さに、

自らの心もまた、いつしか力づけられるのです。

洞窟温泉　玄武洞   Cave Spa “Genbu-dou”

内湯　磯の湯  “Iso-no-yu”

客室（特別室）Guest room (special room)

宴会場「亀宝」
Banquet hall “Kiho” 

コンベンションホール「鳳凰」
Convention hall "Houou"

レストラン「サンライズ」
Restaurant "Sunrise"

Sunrise, an encounter with the first sun of the day.
At the Nissyokan you can experience the very moment of sunrise with your own eyes.

The power of the sun cherishing everything will inspire you.

客室（和室）
Guest room (Japanese-style)

本館なぎさ館

日昇館

山上館



SANJOKAN

山上館

■収容人員／434名
■客室／和室75室・洋室18室　合計93室　
■レストラン／グリーンヒル　熊野　グリーンホール桜　食事会場 梅
■浴場／遙峰の湯（山上館宿泊専用）
■ Capacity / 434 people
■ Rooms / 75 Japanese-style rooms, 
　 18 Western-style rooms, 93 rooms in total
■ Restaurant / "Green Hill","Kumano","Green Hall Sakura","Ume"
■ Bathhouse / Youhou-no-Yu (Sanjyokan accommodation only)

The deep mountains of the Kii area and the everlasting horizon.
The Sanjo-kun is a perfect location for enjoying every moment of nature’s beauty.
The mountains and the sea spreading out below offer a wide variety of beautiful scenery that will keep you fascinated.

山上館は、自然の美しさをご堪能いただけるひとつ上の空間です。

眼下に広がる山海は、かたときも表情を同じくせず、

その豊かなる美しさにまさしく心奪われます。

緑の深き紀伊の山、はてなく続く水平線

エスカレーター「スペースウォーカー」
Escalator "Space Walker"

レストラン「梅」
Restaurant "Ume"

レストラン「グリーンヒル」Restaurant "Green Hill"

レストラン「熊野」
Restaurant "Kumano"

ハーフバイキング Half Buffet

本館なぎさ館

日昇館

山上館



山上館
SANJOKAN

貴賓室貴賓室 当館に一室しかない山上館でも最上級のお部屋です。 

270 度以上のパノラマで太平洋の景色をご覧いただけます。 

当館に一室しかない山上館でも最上級のお部屋です。 

270 度以上のパノラマで太平洋の景色をご覧いただけます。 

Royal suiteRoyal suite It is the best room even in the Sanjyou-kan where we have only one room.
You can enjoy a panoramic view of the Pacific Ocean over 270 degrees.
It is the best room even in the Sanjyou-kan where we have only one room.
You can enjoy a panoramic view of the Pacific Ocean over 270 degrees.

露天風呂付き客室 Guest room with open-air bath 客室（洋室）Guest room (Western-style)客室（和室）Guest room (Japanese-style)

客室（和洋室） Japanese-Western style room



本館
なぎさ館

日昇館

山上館

熊野灘

勝浦湾

狼煙山遊歩道

3 浦島稲荷神社
館内には、多数の神社が祀られており、ここ、浦島
稲荷神社は館内でも大きな神社のひとつです。おみ
くじやお守りもございますので、狼煙山遊園にお越
しの際は是非お立ち寄りください。

4展望テラス

1 カナリアの碑

狼煙山展望テラスからは、天気のいい日
は、地球は丸いと感じるような太平洋の
水平線や熊野三千六百峰と呼ばれる山並
みが見渡せます

狼煙山遊園、山上館の建っている狼煙山
は、昔漁師の見張り番が鯨を見つけたと
きや、幕末に熊野灘を航行する黒船を発
見した時、 のろしを上げて急を告げたこ
とからこの名前がつけられたと言われて
います。

昭和38年10月、西条八十氏が和歌山
城内に完成した「鞠と殿様」の歌碑除幕
に出席の際、ホテル浦島に宿泊されたこ
とから、歌碑の話が進み、当時のホテル
浦島社長・浦木清十郎が出資して歌碑を
建立することになりました。

2 ノルマントン号遭難碑
明治19年 10月 25日深夜、勝浦沖で
英国の貨物船ノルマントン号が沈没しま
した。助かったのはイギリス人のみ、日
本人乗客は全員溺死。日本国民と政府に
不平等条約改正を強く感じさせた歴史的
事件でした。

5 展望台
展望台にある双眼鏡を覗けば、那智
の滝や、街並みを大きく見ることが
できます。

6 展望台
海抜約 80m の展望台からは熊野
の山々をバックにした 町並みと太
平洋の、360 度の大パノラマが
広がります。

7 エスカレーター「スペースウォーカー」
本館１階と山上館・狼煙山遊
園を結ぶ、全長 154m、所要
時間 5 分 45 秒のエスカレー
タです。

時　間
5:00～ 17:00
おみくじ・お守り
200円～
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6
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４

狼煙山遊歩道

■施設のごあんない
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8 館内お食事処

9 売店・コンビニエンスストア

午前中はモーニングセッ
ト、昼食には定食や丼物
など朝食・昼食でご利用
頂けます。
■営業時間
6：30～ 10：00、
11：30～ 14：30

Urashima Food Hall

昔仲買人だった方がお店
を経営しておりまぐろの
味には自信あり。特に秘
伝のたれを使ったまぐろ
丼は絶品。他にもいらぎ
の干物など、珍しい一品
料理もございます。
■営業時間
18:00～ 22:00
定休日：木曜日

食事処　美成（みなり）

地産地消を追求した、那
智勝浦近郊の海の幸、厳
選した地酒をご堪能いた
だけます。
■営業時間
18:00～ 23:00
定休日：水曜日

売店では那智勝浦の名産品等を品数豊富に取り揃え
ており、人気のお土産、当館オリジナル商品や、珍
しい変わり種まで様々。
是非、旅の思い出の品をお探しください。
■営業時間　7:00～ 23:00

食事処　海つばめ

ローソン　ホテル浦島店

パンフレットの
内容変更に
関する情報

各種新着情報ホテル浦島
Web サイト

下記のQRコードをケータイや
スマートフォンで読み取ると
簡単に必要な情報に
アクセスできます。

新宮
Shingu白浜

Shirahama

和歌山
Wakayama

五条
Gojo

大阪
Osaka

奈良
Nara

京都
Kyoto

新幹線
“shinkansen”

亀山 JCT
Kameyama

草津 JCT
Kusatsu

新大阪
Shin-Osaka

至博多

to Hak
ata

関西国際空港
Kansai international

Airport

串本
Kushimoto

すさみ南 IC
Susami-minami

熊野
Kumano本宮

Hongu

紀伊勝浦
Kii-katsuura

熊野大泊 IC
Kumano-Odomari

羽田空港へ
to Haneda Airport

伊勢
Ise

四日市
Yokkaichi

名古屋
Nagoya

東　京
TOKYO

名古屋
NAGOYA

紀伊勝浦
KIIKATSUURA

紀伊勝浦
KIIKATSUURA

新大阪
SHIN-OSAKA

関　空
KIX

すさみ南 IC
SUSAMI-MINAMI

すさみ南 IC
SUSAMI-MINAMI

和歌山
WAKAYAMA

京都南
KYOTO-MINAMI

名古屋
NAGOYA

亀　山
KAMEYAMA

勢和多気
SEIWA-TAKI

勢和多気
SEIWA-TAKI

熊野大泊
KUMANO-ODOMARI

熊野大泊
KUMANO-ODOMARI

新幹線１時間40分

J   

R

自
動
車

2時間 140km

2hrs 140km

１時間30分 110km

１時間10分
90km

1.2hrs
90km

１時間30分
110km

1.5hrs
110km

40分
55km

0.7hrs
55km

１時間20分
80km

1.4hrs
80km

１時間20分
80km

1.4hrs
80km

１時間
40km

1hrs
40km

１時間　40km

1hrs　40km

1.5hrs 110km

42号線 １時間30分 55km

42号線 １時間30分 55km

Route42 1.5hrs 55km

Route42 1.5hrs 55km

特急　４時間　紀勢本線

特急 3時間50分
関西・紀勢本線

Shinkansen 1.7hrs.

Limited express 4hrs.    Kisei Main Line

Limited express 3.8hrs.
Kansai・Kisei Main Line

至東京
To Tokyo
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H o t e l  U r a s h i m a

チェーン 川湯みどりや
奥熊野川湯温泉

TEL 0735（42）1011
川湯まつや
奥熊野川湯温泉

TEL 0735（42）1004
万　清　楼
南紀・勝浦温泉

TEL 0735（52）0033

■大阪営業所  06-6345-3821
■名古屋営業所  052-451-6216
■東京営業所  048-940-0078

白浜空港
Shirahama Airport



〒649-5334　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦 1165-2
Katsuura,Nachikatsuura,Wakayama,Japan
TEL  0735-52-1011　FAX  0735-52-0275
www.hotelurashima.co.jp

お問い合わせは  For More Infomation.

HO
TE
L 
U
RA
SH
IM
A 紺碧の海と緑豊かな山に囲まれたリゾートホテル

A resort hotel surrounded by deep blue sea and lush mountains.

Superb view cave hot spring “Boukidou”

絶景洞窟温泉　「忘帰洞」
HOTEL URASHIMA

NANKI KATSUURA SPA

HOTEL URASHIMA

NANKI KATSUURA SPA


