


スポーツ合宿におススメ！
和歌山県の

ワンダフル ヘリテイジ
 「世界遺産」 ワンダフル スパ

 「温泉天国」

ワンダフル ネイチャー
 「豊かな自然」
緑織りなす山々、澄み切った川、陽光きらめく紺
碧の太平洋、そして年間を通してさまざまな果物
を実らせる豊穣の大地。和歌山県は素晴らしい
自然を有します。

ワンダフル サウスエリア
 「冬でも温暖」
本州最南端に位置する和歌山県の年間
平均気温は17.4℃（令和元年）。四季の
温度変化は少なく、冬でも雪が降らず、南
国ムードに満ちています。

全国でも有数の観光立県として世界遺産「紀伊
山地の霊場と参詣道」の高野・熊野に代表され
る奥深い歴史や文化を育んできました。

ワンダフル アクセス
 「近くて便利」
空路は関西国際空港や南紀白浜空港、電車で
はJR紀勢本線・和歌山線、南海本線・高野線、
自動車では阪和自動車道や京奈和自動車道と、
主要都市からのアクセスも便利です。

白浜温泉、勝浦温泉、龍神温泉、熊野本宮温泉
郷など、いにしえより人々を癒してきた名湯が今
も数多く湧き出る温泉天国です。

ワンダフル スポット
 「スポーツ施設」
2015年「紀の国わかやま国体・紀の国わかやま
大会」の開催を契機に、和歌山県内のさまざまな
スポーツ施設が充実。スポーツ合宿やキャンプ
に最適な環境が整っています。

ワン ダフルポイント
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宿 泊 費 や 施 設 使 用 料 の 補 助 な ど
う れ し い サ ポ ー ト が 充 実！

きいちゃん
2015年「紀の国わかやま国体・紀の国わか
やま大会」のマスコットキャラクターとして
親しまれ、人気も全国区。今や「和歌山・ス
ポーツ」で連想するキャラといえば「きい
ちゃん」といわれる存在に。現在は和歌山
県PRキャラクターとして活躍中。
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【紀中エリア】

有田川町
【紀中エリア】

みなべ町
【紀南エリア】

田辺市①
支援対象 ▼ ▼

ふれあいの丘スポーツパーク及びレ・アーリしみずの宿
泊者

支援内容 ▼ ▼

しみず温泉入浴半額補助券付き
※しみず温泉まで送迎可

問い合わせ ▼ ▼

有田川町ふるさと開発公社 TEL.0737-25-0221

支援対象 ▼ ▼

10名以上の教育旅行（修学旅行）、スポーツ合宿、文
化合宿を実施する町外に所在の学校（幼稚園を除く）
およびスポーツクラブや文化クラブ等の団体

支援内容 ▼ ▼

宿泊費用の一部を助成します。
宿泊延人数×1,000円
1団体あたり最大200,000円まで

問い合わせ ▼ ▼
みなべ町役場 うめ課 TEL.0739-72-3893

支援 対 象 ▼ ▼

バス１台につき10名以上で、市内に１泊以上する旅行
を催行する旅行業者または団体

支援 内 容 ▼ ▼

バス１台につき30,000円（最大３台90,000円まで）を
補助（事前申請要）

問い合わせ ▼ ▼

田辺市観光振興課 TEL.0739-26-9929

【紀南エリア】

田辺市②
【紀南エリア】

白浜町
【紀南エリア】

上富田町
支援対象 ▼ ▼

市内宿泊施設（田辺スポーツパーク除く）で10名以上
の団体かつ30人泊以上の宿泊を伴うスポーツ合宿、教
育旅行及びMICE（会議・研修）を実施する団体の主催
者または企画・造成を行う旅行業者

支援内容 ▼ ▼

宿泊延べ人数×1,000円を補助（最大200,000円）

問い合わせ ▼ ▼

田辺市観光振興課 TEL.0739-26-9929

支援対象 ▼ ▼

白浜町内でスポーツ合宿、文化サークル活動合宿、
MICE（会議・研修会・学会）又は各種スポーツ大会を
実施する10名以上の団体

支援内容 ▼ ▼

宿泊延べ人数×1,000円の補助金を支出。 ※た
だし、延べ宿泊者が30人泊以上であること。（上限
200,000円）

問い合わせ ▼ ▼

白浜町役場観光課 TEL.0739-43-6588

支援 対 象 ▼ ▼

町内の体育施設を利用し、町内の宿泊施設において
宿泊する町外に所在するスポーツ、文化活動等を行う
団体

支援 内 容 ▼ ▼

合宿事業費助成金／町内に宿泊した延べ宿泊数に
１泊当たり1,000円を乗じて得た額を助成。200,000
円上限。

問い合わせ ▼ ▼
上富田町役場振興課 TEL.0739-47-0550

【紀南エリア】

那智勝浦町
【紀南エリア】

串本町①
【紀南エリア】

串本町②
支 援 対 象 ▼ ▼  小学校・中学校・高等学校・短期大
学・大学・専門学校の生徒又は学生で構成された団体
が那智勝浦町内で実施する運動系及び文化系の合
宿、ゼミとする。那智勝浦町内に宿泊すること。 ※ただ
し、修学旅行・教育旅行は除く。 ※宿泊が2日以上、
かつ、人数×泊数が40人を超えること。

支 援 内 容 ▼ ▼  宿泊費補助／40人泊～69人泊：
25,000円、70人泊～199人泊：50,000円、200人泊～
299人泊：75,000円、300人泊～399人泊：100,000
円、400人泊～499人泊：125,000円、500人泊以上：
150,000円

問い合わせ ▼ ▼

（一社）那智勝浦観光機構 TEL.0735-52-6153

支 援 対 象 ▼ ▼  町内のスポーツ施設を利用し、か
つ、町内の施設に宿泊してスポーツ合宿を行う県外
の団体又は企画を行う旅行業者。主な交付要件は、
宿泊者が10人以上の県外の団体で、1回の合宿につ
き宿泊延べ人数が30人泊以上であること。

支 援 内 容 ▼ ▼  串本町スポーツ合宿宿泊助成事業
費補助金：宿泊費1人1泊につき2,000円補助（上限1
団体あたり50万円）※ただし宿泊延べ人数に2,000円
を乗じて得た額が、宿泊費合計額の4分の1を超える
場合は、宿泊費合計額の4分の1と500,000円を比較
して、いずれか低い額が補助金額となる。

問い合わせ ▼ ▼

串本町教育課 TEL.0735-62-0006

支 援 対 象 ▼ ▼  町内のスポーツ施設を利用し、かつ、
町内の施設に宿泊してスポーツ合宿を行う県外の団体
又は企画を行う旅行業者。主な交付要件は、宿泊者が
20人以上の県外の団体であること、1回の合宿につき宿
泊延べ人数が500人泊以上であること、ただし国内トッ
プチーム又は企業チーム等の団体で、合宿誘致に特別
の効果があると別に認めた場合は、上記の限りでない。

支 援 内 容 ▼ ▼  串本町スポーツ合宿施設環境整備
事業費補助金／トレーニング機器や練習用具等の運
搬費用及び借り上げ費用について、20万円を限度に
補助。※ただし運搬の場合において、自チームで運搬
した場合は対象外。

問い合わせ ▼ ▼

串本町教育課 TEL.0735-62-0006

南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会
制度③制度②制度①

支 援 対象 ▼ ▼

南紀エリア内で合宿を行う県外の団体 ※南紀エリア
（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町、みなべ町、串
本町）

支 援 内容 ▼ ▼

オフシーズン施設使用助成金：合宿期間中施設使用
料金の半額を助成（上限30,000円）
・延べ宿泊数20泊以上かつ2泊3日以上の宿泊を伴う
こと
・平日を1日以上含んでいること

支援対象 ▼ ▼

南紀エリア内で合宿を行い、かつスポーツ教室を実施す
る県外の団体 ※南紀エリア（田辺市、白浜町、上富田
町、すさみ町、みなべ町、串本町）

支援内容 ▼ ▼

地域交流促進支援事業：地域産品を贈呈（30,000円
相当）
・スポーツ教室の受講対象者は南紀エリア内の高校生
以下または18歳未満の児童や生徒であること

支 援 対 象 ▼ ▼  南紀エリア内に視察に来られた県外
団体 ※南紀エリア（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ
町、みなべ町、串本町）

支 援 内 容 ▼ ▼  現地プロモーション支援事業：南紀エ
リア内の現地までの旅費および宿泊費（1回につき2
名まで、1人あたり最大30,000円まで）
・南紀エリア内で新規の合宿又は大会を行う可能性の
ある県外の団体の代表者
・南紀エリア内で新規の合宿又は大会の企画を行う県
外の旅行業者

■問い合わせ　南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会 TEL.0739-26-7910
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スポーツ種目別 I N D E X
　 陸上競技
紀三井寺公園 ［和歌山市］ 6
和歌山市民スポーツ広場 ［和歌山市］ 7
紀美野町スポーツ公園 ［紀美野町］ 11
紀の川市桃源郷運動公園 ［紀の川市］ 12
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
御坊総合運動公園 ［御坊市］ 26
南山スポーツ公園 ［日高川町］ 27
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
新宮市民運動競技場 ［新宮市］ 40
串本町総合運動公園 ［串本町］ 41

　 サッカー
紀三井寺公園 ［和歌山市］ 6
和歌川河川公園 ［和歌山市］ 7
和歌山市民スポーツ広場 ［和歌山市］ 7
海南スポーツセンター ［海南市］ 10
海南市民運動場 ［海南市］ 10
紀美野町スポーツ公園 ［紀美野町］ 11
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市桃源郷運動公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市愛宕池公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市粉河中部運動場 ［紀の川市］ 13
紀の川市長山ふれあい公園 ［紀の川市］ 14
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
御坊総合運動公園 ［御坊市］ 26
南山スポーツ公園 ［日高川町］ 27
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
目良多目的グラウンド ［田辺市］ 35
神島台運動場 ［田辺市］ 35
文里多目的グラウンド ［田辺市］ 36
すさみ町総合運動公園 ［すさみ町］ 37
上富田スポーツセンター ［上富田町］ 38
新宮市民運動競技場 ［新宮市］ 40
那智勝浦町木戸浦グランド ［那智勝浦町］ 40
串本町総合運動公園 ［串本町］ 41

　 フットサル
海南スポーツセンター ［海南市］ 10
紀美野町スポーツ公園 ［紀美野町］ 11
岩出市立体育館 ※室内 ［岩出市］ 11
紀の川市粉河体育館 ※室内 ［紀の川市］ 13
御坊市立体育館 ※室内 ［御坊市］ 25
マツゲンスポーツグラウンド ［日高町］ 26
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
龍神ドーム ［田辺市］ 36
白浜町立総合体育館 ［白浜町］ 37
すさみ町総合運動公園 ［すさみ町］ 37
上富田スポーツセンター ［上富田町］ 38
新宮市立総合体育館 ※室内 ［新宮市］ 39
くろしおスタジアム ［新宮市］ 39
串本町総合運動公園 ［串本町］ 41

　 ホッケー・ミニホッケー
紀美野町スポーツ公園 ［紀美野町］ 11
マツゲンスポーツグラウンド ［日高町］ 26

　 ラグビー
紀三井寺公園 ［和歌山市］ 6
和歌山市民スポーツ広場 ［和歌山市］ 7
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
神島台運動場 ［田辺市］ 35
上富田スポーツセンター ［上富田町］ 38
串本町総合運動公園 ［串本町］ 41

　 野球・軟式野球
紀三井寺公園 ［和歌山市］ 6
和歌川河川公園 ［和歌山市］ 7
海南市民運動場 ［海南市］ 10
紀美野町農村総合センター ［紀美野町］ 1 1
紀の川市貴志川スポーツ公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市粉河運動場 ［紀の川市］ 12
紀の川市粉河中部運動場 ［紀の川市］ 13
高野山大学 ［高野町］ 14
高野山森林公園ちびっこ野球場 ［高野町］ 14
マツゲン有田球場（有田市民球場） ［有田市］ 24
なぎの里球場 ［有田川町］ 25
御坊総合運動公園 ［御坊市］ 26
南山スポーツ公園 ［日高川町］ 27
千里ヶ丘球場 ［みなべ町］ 27
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
田辺市若もの広場 ［田辺市］ 35
神島台運動場 ［田辺市］ 35
文里多目的グラウンド ［田辺市］ 36
グリーングラウンド ［田辺市］ 36
中辺路多目的グラウンド ［田辺市］ 36
鮎川若もの広場 ［田辺市］ 36
白浜球場 ［白浜町］ 37
上富田スポーツセンター ［上富田町］ 38
くろしおスタジアム ［新宮市］ 39
那智勝浦町天満球場 ［那智勝浦町］ 40
旧グリーンピア南紀スポーツ施設 ［太地町］ 41
串本町総合運動公園 ［串本町］ 41

　ソフトボール
海南市民運動場 ［海南市］ 10
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市貴志川スポーツ公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市粉河運動場 ［紀の川市］ 12
紀の川市愛宕池公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市粉河西部運動場 ［紀の川市］ 13
紀の川市粉河中部運動場 ［紀の川市］ 13
紀の川市長山ふれあい公園 ［紀の川市］ 14
なぎの里球場 ［有田川町］ 25
田辺市若もの広場 ［田辺市］ 35
神島台運動場 ［田辺市］ 35
文里多目的グラウンド ［田辺市］ 36
グリーングラウンド ［田辺市］ 36
中辺路多目的グラウンド ［田辺市］ 36
鮎川若もの広場 ［田辺市］ 36
白浜球場 ［白浜町］ 37
上富田スポーツセンター ［上富田町］ 38
新宮市民運動競技場 ［新宮市］ 40
那智勝浦町木戸浦グランド ［那智勝浦町］ 40
那智勝浦町天満球場 ［那智勝浦町］ 40
串本町総合運動公園 ［串本町］ 41

　テニス・ソフトテニス
紀三井寺公園 ［和歌山市］ 6
和歌川河川公園 ［和歌山市］ 7
和歌山市民スポーツ広場 ［和歌山市］ 7
和歌山県立体育館 ※室内 ［和歌山市］ 7
和歌山ビッグホエール ※室内 ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ※室内 ［和歌山市］ 8
和歌山市民体育館 ※室内 ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ※室内 ［和歌山市］ 9
片男波公園 健康館 ※室内 ［和歌山市］ 9
和歌山市立つつじが丘テニスコート ［和歌山市］ 9
和歌山市立松下体育館 ※室内 ［和歌山市］ 9
和歌山市立東公園体育館 ※室内 ［和歌山市］ 9

海南市東部テニスコート ［海南市］ 10
海南市拝待体育館 ※室内 ［海南市］ 10
紀美野町農村総合センター ［紀美野町］ 11
紀美野町スポーツ公園 ［紀美野町］ 1 1
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市貴志川スポーツ公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市粉河運動場 ［紀の川市］ 12
紀の川市愛宕池公園 ［紀の川市］ 12
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
湯浅スポーツセンター ※室内 ［湯浅町］ 24
ふれあいの丘スポーツパーク（ふれあいドーム） ［有田川町］ 24
金屋テニス公園 ［有田川町］ 25
みやまドーム ［日高川町］ 27
かわべテニスコート ［日高川町］ 27
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
田辺市体育センター ※室内 ［田辺市］ 35
龍神ドーム ［田辺市］ 36
龍神体育館 ※室内 ［田辺市］ 36
白浜町テニスコート ［白浜町］ 37
上富田スポーツセンター ［上富田町］ 38
ホテル ベルヴェデーレ テニスコート ［すさみ町］ 39
高田テニス場 ［新宮市］ 40
那智勝浦町体育文化会館 ※室内 ［那智勝浦町］ 40
那智勝浦町天満テニスコート ［那智勝浦町］ 40
串本町総合運動公園 ［串本町］ 41

　 水泳
秋葉山公園県民水泳場 ［和歌山市］ 7
紀美野町農村総合センター ［紀美野町］ 11
橋本市運動公園・県立橋本体育館 　［橋本市］ 14

　 バレーボール・ソフトバレーボール
和歌山県立体育館 ［和歌山市］ 7
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市民体育館 ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9
片男波公園 健康館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立松下体育館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立東公園体育館 ［和歌山市］ 9
海南市総合体育館 ［海南市］ 10
海南市拝待体育館 ［海南市］ 10
海南スポーツセンター ［海南市］ 10
紀美野町農村総合センター ［紀美野町］ 11
岩出市立体育館 ［岩出市］ 11
岩出市立市民総合体育館 ［岩出市］ 11
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市桃山勤労者体育センター ［紀の川市］ 12
紀の川市那賀体育館 ［紀の川市］ 13
紀の川市貴志川体育館 ［紀の川市］ 13
紀の川市粉河体育館 ［紀の川市］ 13
高野町民体育館 ［高野町］ 14
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
湯浅スポーツセンター ［湯浅町］ 24
御坊市立体育館 ［御坊市］ 25
日高町農村環境改善センター ［日高町］ 26
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
田辺市体育センター ［田辺市］ 35
龍神体育館 ［田辺市］ 36
本宮体育館 ［田辺市］ 37
白浜町立総合体育館 ［白浜町］ 37
新宮市立総合体育館 ［新宮市］ 39
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 40
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　 バスケットボール
和歌山県立体育館 ［和歌山市］ 7
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市民体育館 ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9
片男波公園 健康館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立松下体育館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立東公園体育館 ［和歌山市］ 9
海南市総合体育館 ［海南市］ 10
海南市拝待体育館 ［海南市］ 10
海南スポーツセンター ［海南市］ 10
紀美野町農村総合センター ［紀美野町］ 11
岩出市立体育館 ［岩出市］ 11
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市桃山勤労者体育センター ［紀の川市］ 12
紀の川市那賀体育館 ［紀の川市］ 13
紀の川市貴志川体育館 ［紀の川市］ 13
紀の川市粉河体育館 ［紀の川市］ 13
高野山大学 ［高野町］ 14
高野町民体育館 ［高野町］ 14
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
湯浅スポーツセンター ［湯浅町］ 24
御坊市立体育館 ［御坊市］ 25
日高町農村環境改善センター ［日高町］ 26
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
田辺市体育センター ［田辺市］ 35
龍神体育館 ［田辺市］ 36
本宮体育館 ［田辺市］ 37
白浜町立総合体育館 ［白浜町］ 37
新宮市立総合体育館 ［新宮市］ 39
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 40

　 ハンドボール
和歌山県立体育館 ［和歌山市］ 7
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市民体育館 ［和歌山市］ 8
岩出市立体育館 ［岩出市］ 11
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市那賀体育館 ［紀の川市］ 13
紀の川市粉河体育館 ［紀の川市］ 13
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34

　 卓球
和歌山県立体育館 ［和歌山市］ 7
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9
片男波公園 健康館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立松下体育館 ［和歌山市］ 9
岩出市立体育館 ［岩出市］ 11
岩出市立市民総合体育館 ［岩出市］ 11
紀の川市桃山勤労者体育センター ［紀の川市］ 12
高野町民体育館 ［高野町］ 14
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
御坊市立体育館 ［御坊市］ 25
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
田辺市体育センター ［田辺市］ 35
龍神体育館 ［田辺市］ 36
白浜町立総合体育館 ［白浜町］ 37
白浜会館 ［白浜町］ 37
新宮市立総合体育館 ［新宮市］ 39
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 40

　  バドミントン
和歌山県立体育館 ［和歌山市］ 7
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市民体育館 ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9
片男波公園 健康館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立松下体育館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立東公園体育館 ［和歌山市］ 9
海南市総合体育館 ［海南市］ 10
海南市拝待体育館 ［海南市］ 10
海南スポーツセンター ［海南市］ 10
紀美野町農村総合センター ［紀美野町］ 11
岩出市立体育館 ［岩出市］ 1
岩出市立市民総合体育館 ［岩出市］ 11
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市桃山勤労者体育センター ［紀の川市］ 13
紀の川市那賀体育館 ［紀の川市］ 13
紀の川市貴志川体育館 ［紀の川市］ 13
紀の川市粉河体育館 ［紀の川市］ 13
高野町民体育館 ［高野町］ 14
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
湯浅スポーツセンター ［湯浅町］ 24
御坊市立体育館 ［御坊市］ 25
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
田辺市体育センター ［田辺市］ 35
白浜町立総合体育館 ［白浜町］ 37
新宮市立総合体育館 ［新宮市］ 39
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 40

　 体操・新体操
田辺スポーツパーク ［田辺市］ 34
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 38

　 マーチング・バトントワリング
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
和歌山県立武道館 ［和歌山市］ 9

　 ダンス
和歌山県立武道館 ［和歌山市］ 9
白浜会館 ［白浜町］ 37

　 レスリング
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 40

　 フェンシング
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9

　 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・日本拳法・居合道太極拳等）
和歌山ビッグホエール ［和歌山市］ 8
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9
片男波公園 健康館 ［和歌山市］ 9
和歌山県立武道館 ［和歌山市］ 9
海南市総合体育館 ［海南市］ 10
紀美野町立武道館 ［紀美野町］ 11
岩出市立市民総合体育館 ［岩出市］ 11
紀の川市粉河武道館 ［紀の川市］ 13
高野山大学 ［高野町］ 14
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
湯浅スポーツセンター ［湯浅町］ 24
御坊市立武道館・弓道場 ［御坊市］ 25

田辺市立武道館 ［田辺市］ 35
白浜町立総合体育館 ［白浜町］ 37
白浜会館 ［白浜町］ 37
新宮市立総合体育館 ［新宮市］ 39
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 40

　 剣道・なぎなた・銃剣道等
武道・体育センター 和歌山ビッグウェーブ ［和歌山市］ 8
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9
片男波公園 健康館 ［和歌山市］ 9
和歌山県立武道館 ［和歌山市］ 9
和歌山市立松下体育館 ［和歌山市］ 9
海南市総合体育館 ［海南市］ 10
紀美野町立武道館 ［紀美野町］ 11
岩出市立市民総合体育館 ［岩出市］ 11
紀の川市粉河武道館 ［紀の川市］ 13
橋本市運動公園・県立橋本体育館 ［橋本市］ 14
湯浅スポーツセンター ［湯浅町］ 24
御坊市立武道館・弓道場 ［御坊市］ 25
田辺市立武道館 ［田辺市］ 35
白浜町立総合体育館 ［白浜町］ 37
新宮市立総合体育館 ［新宮市］ 39
那智勝浦町体育文化会館 ［那智勝浦町］ 40

　 弓道
和歌山市立河南総合体育館 ［和歌山市］ 9
高野山大学 ［高野町］ 14
御坊市立武道館・弓道場 ［御坊市］ 25
田辺市立弓道場 ［田辺市］ 35

　 相撲
県営相撲競技場 ［和歌山市］ 7
御坊市立相撲場 ［御坊市］ 26

　 アーチェリー
南山スポーツ公園 ［日高川町］ 27

　 ライフル
和歌山県ライフル射撃場 ［海南市］ 10

　 グラウンドゴルフ・パークゴルフ・ゲートゴルフ
紀美野町のかみふれあい公園 ［紀美野町］ 11
紀美野町農村総合センター ［紀美野町］ 11
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
ふれあいの丘スポーツパーク（ふれあいドーム） ［有田川町］ 24
目良多目的グラウンド ［田辺市］ 35
すさみ町総合運動公園 ［すさみ町］ 37

　 ゲートボール
和歌川河川公園 ［和歌山市］ 7
紀の川市民公園 ［紀の川市］ 12
紀の川市愛宕池公園 ［紀の川市］ 12
マツゲンスポーツグラウンド ［日高町］ 26
みやまドーム ［日高川町］ 27
旧グリーンピア南紀スポーツ施設 ［太地町］ 41

　 セーリング
和歌山マリーナ（ディンギーマリーナ） ［和歌山市］ 8

　 ボート・カヌー
美山漕艇場 ［日高川町］ 27

　 クライミング
紀三井寺公園 ［和歌山市］ 6
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愛宕池公園

紀の川市
那賀体育館
紀の川市
那賀体育館

橋本市運動公園
県立橋本体育館
橋本市運動公園
県立橋本体育館

紀の川市
粉河武道館
紀の川市
粉河武道館

紀の川市民公園紀の川市民公園

岩出市立体育館岩出市立体育館

武道・体育センター
和歌山ビッグウェーブ
武道・体育センター
和歌山ビッグウェーブ

岩出市立市民総合体育館岩出市立市民総合体育館

紀の川市
桃源郷運動公園
紀の川市
桃源郷運動公園

紀の川市桃山勤労者体育センター紀の川市桃山勤労者体育センター

紀美野町農村総合センター紀美野町農村総合センター紀美野町武道館紀美野町武道館

37373737

和歌山マリーナシティ

友ヶ島

和歌山城和歌山城 高野山高野山

ネコ駅長ネコ駅長

九度山・真田ミュージアム九度山・真田ミュージアム

19

10

1

14 3

18

21

25

26

22
31

紀の川長山ふれあい公園紀の川長山ふれあい公園41
30

32
33

45

35紀の川市
粉河西部運動場
紀の川市
粉河西部運動場37

紀の川市
粉河中部運動場
紀の川市
粉河中部運動場40

36

紀の川市
粉河体育館
紀の川市
粉河体育館39

紀の川市貴志川体育館紀の川市貴志川体育館38

23

34

17

和歌山市立
松下体育館15

海南スポーツセンター海南スポーツセンター20

16

7

2

5

13

9

6

8

27 28

29
11

24

高野山大学高野山大学
高野町民体育館高野町民体育館

42
44

高野町森林公園
ちびっこ野球場
高野町森林公園
ちびっこ野球場43

4
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A

1

WA K AYA M A  M A P  A R E A

紀北エ
リアは

アクセ
スが良

く、

施設も
充実 !

B

2

C

3

D

4

E

5

K I H O K U   D ATA
WA K AYA M A  M A P

スポーツ・観光・宿泊施設  M A P

紀北エリア
和歌山市／海南市／紀美野町
岩出市／紀の川市／かつらぎ町
九度山町／高野町／橋本市

紀北

紀中

紀南

紀伊水道に注ぐ紀の川の周辺に広がる紀北エリア。山地が多い和歌
山県の平野部の約半分を占めています。紀の川河口に位置する県

都・和歌山市は本県の政治・経済活動の中心地です。一方、東部には世界
遺産の高野山があり、数多くの文化遺産を今に伝えています。また、高野
山麓の九度山町は真田幸村ゆかりの地として注目されています。

年間平均気温 1 7. 5℃
観測地点／和歌山市
（2020年気象庁観測データ）

Access

車で

電車で

大阪方面から

大阪方面から

松原JCT 泉佐野JCT

至吹田

至関西国際空港・大阪市内・神戸

至田辺・白浜

至天理 30分 10分20分 海南IC和歌山IC

阪神高速湾岸線
阪和自動車道 湯浅御坊道路

天王寺駅

至大阪駅 至田辺駅・白浜駅

10分45分 海南駅和歌山駅

JR紀勢本線 特急 JR紀勢本線 特急

●宿泊施設

●スポーツ施設

　道の駅

4
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ほんまもん体験

標高約900m、真言密教の聖地。約1200
年前に弘法大師によって開山された
高野山は、世界遺産に登録されていま
す。山頂の盆地には壇上伽藍や奥之院
などがあり、厳かな空気を感じられま
す。外国からの参拝者も多く訪れます。 

A高野町高野山
[0736-56-2468（高野町観光協会）
c南海高野線高野山駅下車

サーフボードに立ってパドルで進む、ワ
イキキ発のウォータースポーツ。ゆった
りとクルージングしたり、海中の魚を観
察することもできるアクティビティで
す。水着とバスタオルの準備を。

A和歌山市毛見989 [073-447-1545（KAZE） 
※2～3日前までに要予約 C水曜 Z3,800円
（税込） cJR和歌山駅から車で約20分

「いちご」や「たま駅長」をモチーフにした電車や和
歌山特産の梅をテーマにした「うめ星電車」が走る
話題のローカル線。また、世界で唯一檜皮葺きの駅
舎の貴志駅では地元の果実を使ったジュースや
ジェラートが味わえます。

A紀の川市貴志川町神戸（貴志駅） [073-478-0110
（和歌山電鐵） Bたまカフェ：10:00～16:00、たま
ショップ：11:00～16:00 Cたまカフェ：無休、たま
ショップ：土日祝のみ c和歌山電鐵貴志川線貴志駅下
車すぐ

紀 北 エ リ ア 観 光  G U I D E

築城担当は、名人・藤堂高虎。天正13年（1585）、豊臣秀吉が弟
の秀長に築城させた、白亜三層の天守閣を持つ城です。桑山
家・浅野家と続き、元和5年（1619）には、徳川家康の10男頼宣
が入城。以来、尾張・水戸と並ぶ「御三家」の居城として、その
名を轟かせました。同城がある和歌山公園内の「わかやま歴
史館」にはさまざまな資料が揃い、その歴史を学べます。

A和歌山市一番丁3
[073-422-8979（和歌山城管理事務所）
[9:00～17:30 ※入場は30分前まで
C12/29～12/31 Z入場無料（天守閣入場410円（税込））
cJR和歌山駅または南海和歌山市駅から「公園前」バス停下車徒歩すぐ

便利なアクセスが自慢。豊かな文化を体験しよう！

鯛料理と温泉、美しい夕日が楽しめ
る加太。港から船で約20分で、友ヶ島
（沖ノ島）に渡ることができます。島
内に点在する砲台跡には緑が生い茂
り、アニメ映画のような景観に。人気
上昇中のスポットです。

A和歌山市加太 [073-459-0003（加
太観光協会）、073-459-1333（友ヶ島汽
船） C水曜※時期・天候により変動あり 
c南海加太線加太駅下車、徒歩約15分

和歌浦湾に浮かぶ海に囲まれたロケー
ション。テーマパーク「ポルトヨーロッパ」
は地中海の港町をイメージ。近海物など多
様な魚介類が揃う「黒潮市場」や「紀州黒潮
温泉」、「海釣り公園」もあり楽しさ満載！

A和歌山市毛見 [073-448-0011（和歌山マ
リーナシティ） Bポルトヨーロッパ：10:00

～17:00※変更の場合あり、黒潮市場：10：00～17：00※変更の場合あり、紀州黒
潮温泉：11:00～22:00（受付～21:00） C不定休 cJR海南駅・和歌山駅・南海和
歌山市駅からバス「和歌山マリーナシティ」下車すぐ

和歌山マリーナシティ

和歌山城

友ヶ島

九度山・真田ミュージアム

スタンドアップパドル

和歌山電鐵貴志駅のネコ駅長

高野山

【和歌山市】
m a p D-1　

【和歌山市】
m a p C-1　

【和歌山市】
m a p C-1　

【九度山町】
m a p C-4　

【和歌山市】
m a p D-1　

【紀の川市】
m a p D-3　

【高野町】
m a p  D-5　

［和歌山市］ ［高野町］

［橋本市・九度山町］

今や全国区になった和歌
山ラーメンですが、地元で
は「中華そば」、略して“中
華”と呼びます。スープは
大きく分けて、醤油系と豚
骨醤油系の2種類。早寿司
やゆでたまごと一緒にい
ただくのが地元流です。

和歌山ラーメン

柿の葉寿司

ごま豆腐
高野山の精進料理に欠かせない胡麻豆
腐。皮を剥いた胡麻と葛粉を原料に、清
らかな水とともに丹念に練り上げられ
て作られます。ねっとりとした食感と胡
麻の豊かな風味が楽しめる高野山名物
の一つです。

©DESIGNED BY EIJI MITOOKA 
+ DON DESIGN ASSOCIATES

紀の川の上流、柿の名産
地である九度山町を中心
とした郷土料理の一つ。酢
でしめた塩サバなどを酢
飯と一緒にして、柿の葉で
包んで作られる押し寿司
です。数百年前から地域の
祭りなどに欠かせないご
馳走です。

戦国の名将・真田幸村が、14年間と生涯
で一番長く過ごしたのが九度山町です。
ミュージアムのいたるところにシンボル
の「六文銭」があり、真田三代の軌跡と同
町での幸村の生活をパネルや映像で紹
介しています。

A九度山町九度山1452-４ [0736-54-2727 
[9:00～17:00 C月・火曜（祝日の場合は営業、翌平日休館）、年末年始（12月29
日～1月3日） Z大人（高校生以上）500円・小人（小学生・中学生）250円（税込） 
c南海高野線九度山駅から徒歩約10分

紀北の
美味しい
ものを
ご紹介 !

r eco m m en dr eco m m en d

r eco m m en d
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TEL 073-444-7565
所在地 和歌山市毛見 200

利用時間 9:00～17:00、9:00～19:00（5月1日～8月31日）
※ナイター利用時は21:00まで

交通アクセス

阪和自動車道海南 ICから車で約15分
競技場前停留所から徒歩で約3分（バスでJR和歌山駅
から約40分、JR海南駅前から10～20分）
JR紀三井寺駅から徒歩で約30分

最寄コンビニ 徒歩で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR

【陸上競技場】
■日本陸連第1種公認、 国際陸連クラス2認証
■2002年 FIFAワールドカップ
　デンマークチームキャンプ地
■世界陸上 2007大阪大会 フランス選手団合宿地
■日本グランプリ第2戦 2013 日本選抜陸上
■第70回国民体育大会（2015紀の国わかやま国体）主会場
■世界陸上 2015北京大会
　オーストラリア選手団事前合宿地
【野球場】
■全国高校野球選手権大会和歌山大会の会場
■オリックスバファローズ 2軍公式戦開催（2015年～）
【球技場・補助競技場】■日本陸連第3種公認

申込受付 使用する月の前月の1日から

1 MAP/P.4

D-2

和歌山市

■陸上競技場／400m×9レーン（第1種公認）、ナイター設備、大型
　　　　　　　映像設備、トレーニングルーム（各種マシン設置）
■野球場／両翼 98m、センター120m、ナイター施設
■球技場／補助競技場：400m×8レーン
■テニス場／ 8面・ナイター設備
■登はん場／高さ11.8m（練習用）12m（競技用）
■駐車場／約630台

1

42

5
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凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道

紀三井寺公園

スポーツ施設

対応種目

DATA

1／陸上競技場・野球場　2／野球場　3／陸上競技場　4／補助競技場　5／全景　

6



TEL 073-444-7565
所在地 和歌山市有田屋町5

利用時間 9:00～17:00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約15分、県庁前停留所から徒歩で約3分
（バスでJR和歌山駅から約10分、南海和歌山市駅から約5～10分）

最寄コンビニ 徒歩で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（室内練習場和室）

実績・PR 自然の光が柔らかく降りそそぎ観客席も屋根に覆われており、全天候型観
覧場となっています。2015年紀の国わかやま国体相撲会場として使用。

申込受付 使用する月の前月の1日から

TEL 073-422-4108
所在地 和歌山市中之島2238

利用時間 9:00～21:00（基本）※延長可
交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約15分、JR和歌山駅より徒歩で約10分
最寄コンビニ 徒歩で約2分　　　　
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（有料）
実績・PR 主に県大会・近畿大会の会場として使用されています。駐車場無料（150台）です。
申込受付 利用日の4カ月前から3日前まで

TEL 073-435-2007
所在地 和歌山市福島796-1

利用時間 9:00～17:00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約30分
南海和歌山市駅から車で約10分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ

実績・PR 野球場・球技場・テニスコート・陸上競技場を兼ね備えたスポーツ
施設です。

申込受付 詳細は施設へお問い合わせください。

TEL 073-446-4664
所在地 和歌山市塩屋1-6

利用時間 9:00～17:00、9:00～19:00（5月1日～8月31日）
休園日は原則月曜日（祝日の場合は翌日）

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約20分、JR和歌山駅からバスで約15分
最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ

実績・PR 和歌川公園杯ジュニアテニス大会（春季・秋季）で使用されました。手軽にス
ポーツも楽しむことができる、水と緑に囲まれた憩いとふれあいの場です。

申込受付 使用日の1ヵ月前から

TEL 073-445-7300 
所在地 和歌山市秋葉町4-11 

利用時間 10:00～21:00（屋外遊泳プールは7/1～8/31の10:00～17:00）※月曜休館日

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約20分、秋葉山停留所から徒歩で約5分（バスでJR和
歌山駅から約20分、南海和歌山市駅から約20分）

最寄コンビニ 徒歩で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー（多目的更衣室あり）／空調
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体 競泳・水球会場として使用。
申込受付 使用する月の2ヶ月前の1日から
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2 MAP/P.4

D-1

和歌山市

■屋内プール（温水、通年利用）／● 50mプール：10コース・水深0～2.0m可動床・観客席
2,070席 ●25mプール：8コース・水深 0～1.4m可動床 ●幼児プール：約24㎡・水深0.3m ●
マッサージプール：約10㎡・水深1.2m ※50mプールは、国際公認プール。可動壁を使用
することで25mプール（国内公認プール）として使用可能　■屋外プール（７・８月利用）
／●ウォータースライダー付きの遊泳プール ●流水式の遊泳プール：387㎡・水深0.8m ●
幼児用プール：19㎡・水深0.3m ●展望プール　■トレーニングルーム／カーディオマシ
ン15台、ストレングスマシン8台、ベンチ＆フリーウエイト6台など　■駐車場／ 231台

3

5

4

6

■サッカー場／1面 ■少年野球場／2面 ■庭
球場／10面（うち硬式テニス場5面、軟式テニ
ス場4面、1面工事中） ■ゲートボール場／1面

■相撲競技場／土俵・観客席（屋根有り）
■室内練習場／和室、浴室、厨房、洗濯場、
　　　　　　　 足洗い場

MAP/P.4

D-1

和歌山市

MAP/P.4

C-1

和歌山市

MAP/P.4

C-1

和歌山市

MAP/P.4

C-1

和歌山市

和歌山市民スポーツ広場

和歌山県立体育館

■陸上競技場／14,300㎡
■球技場／ 19,800㎡ ■野球場／20,000㎡ 
■テニスコート／9面・5,700㎡ 

■本館／ソフトテニス2面、バレーボール3
面、ソフトバレーボール8面、バスケットボール
2面、ハンドボール1面、卓球24台、バドミント
ン10面 ■補助館／ソフトバレーボール2面、
卓球6台、バドミントン2面

1

2 3

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング

秋葉山公園県民水泳場

対応種目 DATA

1／50mプール　2／25mプール　3／全景

対応種目

対応種目

対応種目

対応種目

DATA

DATA

DATA

DATA

和歌川河川公園

県営相撲競技場
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TEL 073-453-2007
所在地 和歌山市土入318-1 

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約40分
南海加太線東松江駅から徒歩で約15分

最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体の予選に使用されています。
申込受付 詳細は施設へお問い合わせください。

TEL 073-433-0035 
所在地 和歌山市手平2-1-1 

利用時間 9:00～21:00（基本）※延長可

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約15分
JR和歌山駅から車で約5分、JR宮前駅から徒歩で約10分

最寄コンビニ コンビニ（和歌山ビッグ愛内）まで徒歩で約5分、スーパーまで徒歩で約8分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー（更衣室）／空調（有料）
実績・PR 2012年和歌山国際フェンシング大会で使用されています。
申込受付 メインアリーナ全面利用は利用日の６か月前、サブアリーナと武道場の全面利用は利用日の３か月前から。予約内容により、異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。

TEL 073-448-0251 
所在地 和歌山市毛見1514 

利用時間 9:00～17:00（火曜：休館）

交通アクセス 阪和自動車道海南ICから車で約10分、JR海南駅からバスで約15分
南海和歌山市駅からバスで約30分

最寄コンビニ 徒歩で約20分、車で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR セーリング競技のナショナルトレーニングセンターとしてオリンピック選手の育
成・強化の拠点、セーリング競技の世界選手権、日本選手権の開催実績があります。

申込受付 随時申込受付可能

TEL 073-433-0035
所在地 和歌山市手平2-1-1

利用時間 9:00～21:00（基本）※延長可

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約15分
JR和歌山駅から車で約5分、JR宮前駅から徒歩で約10分

最寄コンビニ コンビニ（和歌山ビッグ愛内）まで徒歩で約5分、スーパーまで徒歩で約8分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（有料）
実績・PR 主に近畿大会・全国大会の会場として使用されています。 
申込受付 合宿等で全面利用の申し込みは利用日の6か月前より申込受付できます。予約内容により、申込受付期間が異なりますので 詳しくはお問い合わせ下さい。

8
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■メインアリーナ（2,390㎡・W62m×D38m×H15～22m・長方形）
／テニス・バレーボール3面・バスケットボール2面、ハンドボール1
面、卓球24台、バドミントン12面 ■サブアリーナ（1,060㎡・W53m×D20m×H7m）／フェンシング
8面、レスリング4面 ■武道場（950㎡・W56m×D17m×H5m）／柔道・空手・剣道4面、なぎなた3面

■陸域面積／20,038㎡ ■水域面積／28,355㎡ ■ディンギークラブハウス
■新ディンギーハウス ■ディンギーヨット艇庫2棟 ■ディンギーヨットヤード
■ビジター一時係留バース（延長220m）

MAP/P.4

C-2

和歌山市

MAP/P.4

D-1

和歌山市

MAP/P.4

C-1

和歌山市

和歌山市民体育館

テニス2面、バレーボール３面、バスケットボー
ル１面、ハンドボール１面、卓球 16面、バド
ミントン10面、トレーニング室3室、ウエイ
トリフティング室1室

7 MAP/P.4

C-2

和歌山市

■アリーナ（3,280㎡・W80m×D44m×H17～21m・長円形）／テニス・バレーボー
ル・バスケットボール4面、ハンドボール2面、卓球24台、バドミントン16面、フェン
シング8組、柔道2面、空手4面　■軽運動場（420㎡・W27m×D15.6m×H4.3m）
／控室2室（87㎡・42㎡）、会議室1室（62㎡）、特別室1室（83㎡）
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対応種目

対応種目

対応種目

DATADATA

DATA

武道・体育センター
和歌山ビッグウェーブ

和歌山県和歌山マリーナ
（ディンギーマリーナ）

和歌山ビッグホエール

対応種目

DATA

凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道
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TEL 073-477-4009
所在地 和歌山市和佐中165-1

利用時間 9：00～21：00
交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約10分、JR千旦駅から徒歩で約15分
最寄コンビニ 徒歩で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（送風のみ）

実績・PR 2015年紀の国わかやま国体のバスケットボール・ハンドボールの競
技会場として使用。

申込受付 詳細は施設へお問い合わせください。

TEL 073-446-5553
所在地 和歌山市和歌浦南3-1700-2

利用時間 9：00～21：00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約20分、不老橋停留所から徒歩で約
10分（バスでJR和歌山駅から約22分、南海和歌山市駅から約23分）

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体ウエイトリフティング競技会場として使用。

申込受付 アリーナの全面を借りる場合は1年前から、半面を借りる場合は1ヵ
月前から申込受付可能。 ※詳細は施設へお問い合わせ下さい。

TEL 073-444-6340
所在地 和歌山市和歌浦西2-1-22

利用時間 9:00～21:00（基本）※延長可

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約30分
JR和歌山駅・南海和歌山市駅からバスで約25分

最寄コンビニ スーパーまで車で約3分、徒歩で約8分
便益設備 トイレ／シャワー／空調（有料）

実績・PR 主に地域社会武道指導者研修会・少年武道クラブ・大学生等の合宿
に使用されています。

申込受付 利用開始日の4ヶ月前から3日前まで

TEL 073-488-5702（つつじが丘テニスコート）
所在地 和歌山市つつじが丘4-4 

利用時間 9:00～21:00
交通アクセス 阪和自動車道和歌山北IC下車、県道粉河加太線を加太方面へ車で約30分
最寄コンビニ 徒歩で約15分、車で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR 2015年紀の国わかやま国体の硬式テニス競技会場・2015年紀の国わ
かやま大会の車いすテニス競技会場として使用。

申込受付 使用日の2か月前から

TEL 073-444-8274
所在地 和歌山市西浜1037

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約30分
JR和歌山駅から車で約20分

最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体のハンドボールの練習会場として使用。
申込受付 詳細は施設へお問い合わせください。

TEL 073-474-3331
所在地 和歌山市北出島133

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山ICから車で約20分
和歌山電鐵神前駅から徒歩で約10分

最寄コンビニ 徒歩で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（アリーナは無）
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体の予選に使用されています。

申込受付期間 詳細は施設へお問い合わせください。
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■アリーナ／テニス2面、バレーボール（9人制
2面・6人制3面）、バスケットボール2面、卓球
16台、バドミントン10面 ■武道場／27m×
17m ■弓道場／5人立

屋外コート（センターコート2面・一般14面）
屋内コート4面

■アリーナ／テニス・バレーボール・バスケットボール各2面、卓
球10面、バドミントン6面 ■多目的室／スペース 94㎡・会議57
席 ■トレーニングルーム／エアロバイク3台・エリプティカル2台 ■駐車場／約200台（有料）

■武道場／697.58㎡・畳約420畳
■管理棟／132.00㎡
■休養室／48.29㎡

MAP/P.4

C-2

和歌山市

MAP/P.4

C-1

和歌山市

MAP/P.4

D-1

和歌山市

MAP/P.4

D-1

和歌山市

15

ソフトテニス1面、バレーボール9人制2面
バスケットボール1面
卓球14面、バドミントン4面
剣道4～6面

MAP/P.4

D-1

和歌山市

16

テニスコート2面
バレーボール2面
バスケットボール1面
バドミントン3面

MAP/P.4

C-2

和歌山市

対応種目

対応種目

対応種目

対応種目

DATA

DATA

DATA

DATA

和歌山市立
河南総合体育館

和歌山市立
つつじが丘テニスコート

片男波公園 健康館

和歌山県立武道館

対応種目

DATA

和歌山市立松下体育館

対応種目

DATA

和歌山市立
和歌山東公園体育館

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング
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TEL 073-483-4300
所在地 海南市大野中1006

利用時間 9：00～21：00
交通アクセス 阪和自動車道海南東IC下車すぐ、JR海南駅から車で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分

便益設備 トイレ／シャワー・ロッカーは隣接する海南市総合体育館に有／
空調※本部席に有

実績・PR 阪和自動車道海南東インター降りてすぐの自動車での交通アク
セスが便利な施設です。

申込受付 3ヶ月前から

TEL 073-431-1080（（公社）和歌山県体育協会） 
所在地 海南市高津大北原1181    

利用時間 8:00～17：00（3月～10月）、9：00～16：00（11月～2月）
※月火水は休業（月曜が祝日の場合は営業）

交通アクセス 阪和自動車道和歌山南スマートICより車で約15分、JR和歌山駅
より和歌山電鐵貴志川線で大池遊園駅下車徒歩で約15分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ

実績・PR 社会人や高校生の大会、大学対抗戦、合宿等に使用。2015年紀の国わ
かやま国体ライフル射撃競技会場として使用。

申込受付 大会開催申込は1年前から。合宿等の申込は6か月前から。10名以下の申込は3か月前より。

TEL 073-492-4546 
所在地 海南市下津町下津500-1 

利用時間 9：00～22：00

交通アクセス 阪和自動車道海南ICから車で約15分
JR下津駅から徒歩で約10分

最寄コンビニ 徒歩で約5分、車で約1分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 3ヶ月前から

TEL 073-486-2870
所在地 海南市船尾260-3

利用時間 人工芝コート／9:00～21:00、体育館等／9:00～22:00
交通アクセス 阪和自動車道海南ICから車で約5分、JR海南駅から車で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約1分、車で約1分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調※宿泊管理棟に有

実績・PR 宿泊施設・コート・体育館・会議室等を備え、合宿には最適な総合ス
ポーツ施設となっています。

申込受付 使用日の3カ月前から。宿泊とセットでの予約は6か月前から。

TEL 073-487-4400
所在地 海南市木津382

利用時間 9：00～21：00
交通アクセス 阪和自動車道海南東ICから車で約30分
最寄コンビニ 徒歩で約20分、車で約5分
便益設備 トイレ／空調※管理事務所に有
実績・PR クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 3ヶ月前から

TEL 073-483-4300
所在地 海南市大野中1106

利用時間 9：00～22：00
交通アクセス 阪和自動車道海南東IC下車すぐ、JR海南駅から車で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調※第二体育室、研修室に有

実績・PR 阪和自動車道海南東インター降りてすぐの自動車での交通アクセス
が便利な施設です。

申込受付 3ヶ月前から

22
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18

20

■50ｍ射撃場／24射座 HYBRIDSCORE HS25/50（SIUS社製電子標的）
■10m射撃場／26射座 LASERSCORE LS10（SIUS社製電子標的）
※ビームライフル、デジタルピストル機械持ち込み可

■人工芝コート／6面

ソフトテニス2面
バレーボール2面
バスケットボール2面
バドミントン6面

■体育場／バレーボール2面、バスケットボール
2面、バドミントン1面 ■第一体育室／板の間、
剣道場 ■第二体育室／畳の間、柔道場 ■卓球
室／卓球台6台、トレーニング室

■人工芝コート／ジュニアサッカー1面、フットサル
3面 ■体育館／バレーボール２面、バスケットボー
ル１面（ミニバス2面）、バドミントン3面 ■管理棟内
スタジオ／ダンス・エアロビクス ■会議室／24人

MAP/P.4

D-2

海南市

MAP/P.4

D-2

海南市

MAP/P.4

E-1

海南市

MAP/P.4

D-2

海南市

MAP/P.4

D-2

海南市

21

■面積／12,398㎡
　　　　レフト97m・センター122m・ライト93m
■サッカー／1面

MAP/P.4

D-2

海南市
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対応種目
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対応種目

対応種目

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

和歌山県ライフル射撃場

海南市東部テニスコート

海南市拝待体育館

海南市総合体育館

海南スポーツセンター

対応種目

DATA

海南市民運動場

凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道

1010



TEL 073-489-5300
所在地 海草郡紀美野町西野971-1

利用時間 8:00～17：00（4月～9月）、9：00～17：00（10月～3月）

交通アクセス 阪和自動車道海南東ICから車で約30分
和歌山電鐵貴志駅から車で約15分

最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ／ロッカー

実績・PR 和歌山県下で初めての36ホールを備えた日本パークゴルフ協会公認
のパークゴルフ場です。

申込受付 利用日の2か月前から1日前まで

TEL 073-495-3212
所在地 海草郡紀美野町野中410

利用時間 9:00～17:00（月・火曜は休館日のため施設利用不可）

交通アクセス 阪和自動車道海南東ICから車で約35分
JR海南駅から車で約40分

最寄コンビニ 車で約20分
便益設備 トイレ／ロッカー
実績・PR ゲートゴルフは本町が発祥の地であるスポーツです。
申込受付 利用日の2か月前から3日前まで

TEL 073-489-5915
所在地 海草郡紀美野町動木518

利用時間 9:00～21：30

交通アクセス 阪和自動車道海南東ICから車で約25分
和歌山電鐵貴志駅から車で約15分

最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ／ロッカー
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体のホッケー競技会場として使用。
申込受付 利用日の2か月前から3日前まで

TEL 0736-62-0370 
所在地 岩出市荊本63-2

利用時間 9:00～21：30

交通アクセス 京奈和自動車道岩出根来ICから車で約10分
JR和歌山駅から車で約25分

最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体のバドミントン競技会場として使用。
申込受付 詳細は施設へお問い合わせください。

TEL 0736-62-0370 
所在地 岩出市西野264

利用時間 9:00～21：30

交通アクセス 京奈和自動車道岩出根来ICから車で約15分
JR和歌山駅から車で約25分

最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ／ロッカー
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体のハンドボール競技（成年女子）会場として使用。
申込受付 詳細は施設へお問い合わせください。

TEL 073-489-5915
所在地 海草郡紀美野町下佐々926

利用時間 9：00～22：00

交通アクセス 阪和自動車道海南東ICから車で約30分
和歌山電鐵貴志駅から車で約20分

最寄コンビニ 車で約15分
便益設備 トイレ／ロッカー
実績・PR 柔剣道専用二重スプリング床が完備されています。
申込受付 利用日の2か月前から3日前まで
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25 26

24

28

36ホール（日本パークゴルフ協会公認）

368㎡（柔剣道専用二重スプリング床）
柔道場１面
剣道場１面

■多目的人工芝グラウンド／6,285㎡（62.6m×100.4m）
サッカー1面、フットサル2面、ホッケー1面、夜間照明設
備完備 ■テニスコート／砂入り人工芝2面 夜間照明設備完備 ■多目的運動広場／
約14,000㎡ 200mトラック、全天候型100m走路、幅跳び・三段跳び用走路及び砂場

■野球場／10,000㎡・両翼85ｍ、センター100ｍ、
　　　　　ダッグアウト・本部席
■体育館／760㎡・バスケットボール1面、バレーボール2面、バドミントン3面
■テニスコート／砂入り人工芝2面　■ゲートゴルフ場／18ホール

■アリーナ／バレーボール2面
　　　　　  バドミントン6面 
■格技場／柔道場1面
　　　　　剣道場1面

MAP/P.4

D-3

紀美野町

MAP/P.4

D-3

紀美野町
MAP/P.4

D-2

紀美野町

MAP/P.4

D-3

紀美野町

MAP/P.4

C-2

岩出市

27

バレーボール3面
バスケットボール2面
ハンドボール1面
バドミントン9面

MAP/P.4

C-2

岩出市

対応種目

対応種目 対応種目

対応種目

対応種目

DATA

DATA DATA

DATA

DATA

紀美野町
のかみふれあい公園

紀美野町立武道館 紀美野町スポーツ公園

紀美野町
農村総合センター

岩出市立市民総合体育館

対応種目

DATA

岩出市立体育館

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング

1111



TEL 0736-77-4051（体育館）、0736-78-2212（若もの広場）、
0736-77-1677（市民公園管理棟）

所在地 紀の川市花野604-2（体育館）、紀の川市花野604（若もの広場）、紀の川市上野354-83（市民公園管理棟）
利用時間 9:00～18:00、体育館は22:00まで、テニスコートは21:00まで

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川ICから車で約10分、阪和自動車道和歌山ICから車で約30分、JR和歌山線打田駅から徒歩で約20分
最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー（有料、利用後返金）／空調（体育館有料、管理棟無料）

実績・PR
■体育館／2015年紀の国わかやま国体のハンドボール競技会場として使用。 ■若も
の広場／ねんりんピック紀の国わかやま2019のソフトボール競技会場として使用さ
れました。■市民公園／管理棟は平成28年3月に完成し、更衣室、シャワーがあります。

申込受付 使用日の1ヶ月前から

29
■体育館／テニス3面、バレーボール3面、
ソフトバレー9面、バスケットボール3面、
ハンドボール1面、バドミントン9面、サブ
アリーナ、多目的室 ■若もの広場／サッ
カー1面、軟式野球2面、ソフトボール2面 ■市民公園／テニス
コート6面（砂入り人工芝／夜間照明有）、ゲートボールコート6面

M A P/ P.4
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紀の川市
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対応種目 DATA

TEL 0736-66-2558
所在地 紀の川市桃山町最上1147-11

利用時間 9:00～17:00（5月～8月は19:00まで）

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川ICから車で約15分、阪和自動車道和歌山IC
から車で約40分、JR和歌山線下井阪駅から車で15分

最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー（更衣室）／空調（管理棟）

実績・PR 桃源郷ハーフマラソンの会場として使用しています。Jリーグ入りを目
指しているアルテリーヴォ和歌山もここを活動の拠点にしています。

申込受付 使用日の1ヶ月前から

3 0 

■トラック／陸上競技場：400mトラック8コース
　　　　　　 3段跳、走巾跳2コース
■フィールド／サッカー芝グラウンド1面、サブグラウンド有り

M A P/ P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市桃源郷運動公園

TEL 0736-75-2221（那賀総合センター）
所在地 紀の川市北桶1068

利用時間 9:00～17:00

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川東ICから車で約20分、阪和自動車道和歌山
ICから車で約60分、JR名手駅から車で約10分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ／空調（管理棟のみ）　
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 使用日の1ヶ月前から

33

■多目的グラウンド／サッカー1面、ソフトボー
　　　　　　　　　　ル（軟式野球）場2面
■テニスコート／クレイコート2面
■ゲートボール場／1面

M A P/ P.4

C-4

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市愛宕池公園

TEL 0736-64-5344
所在地 紀の川市貴志川町井ノ口1411-10

利用時間 野球場・ソフトボール場／9:00～18:00（夜間照明は21:30まで）
テニス／9：00～21：00（12月～3月は18時まで）

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川ICから車で約25分、阪和自動車道和歌山IC
から車で約40分、和歌山電鐵貴志駅から車で約10分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／空調（管理棟のみ）
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体ソフトボール成年女子競技会場として使用。

申込受付期間 使用日の1ヶ月前から

31

■野球場／両翼92m、センター120ｍ、ブルペン2人立2箇所
■ソフトボール場／3面（1面夜間照明有）
■テニスコート／砂入り人工芝コート5面（夜間照明有り）、クレイコート3面

M A P/ P.4

D-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市
貴志川スポーツ公園

TEL 0736-66-2288（桃山会館）
所在地 紀の川市桃山町調月349-1

利用時間 9：00～22：00

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川ICから車で約20分、阪和自動車道和歌山IC
から車で約30分、JR下井阪駅から車で約10分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ／ロッカー
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。

申込受付期間 使用日の1ヶ月前から

34

バレーボール2面
バスケットボール1面
卓球4台
バドミントン6面

M A P/ P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市
桃山勤労者体育センター

紀の川市民公園

TEL 0736-73-3312（粉河ふるさとセンター） 
所在地 紀の川市粉河地先紀の川敷地内

利用時間 9:00～18:00

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川東ICから車で約15分、阪和自動車道和歌山
ICから車で約50分、JR粉河駅から徒歩で約10分

最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ

実績・PR 2015年紀の国わかやま国体ソフトボール成年女子競技会場として使
用。全日本エルダーソフトボール大会の会場として使用。

申込受付 使用日の1ヶ月前から

32

■野球場／2面（軟式）
■ソフトボール場／3面
■テニスコート／4面（砂入り人工芝）

M A P/ P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市粉河運動場

凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道

12
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TEL 0736-75-4141
所在地 紀の川市名手西野114-1

利用時間 9：00～22：00

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川東ICから車で約15分、阪和自動車道和歌山
ICから車で約50分、JR名手駅から車で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。

申込受付期間 使用日の1ヶ月前から

35

バレーボール3面、ソフトバレー4面
バスケットボール（公式競技用1面、練習用2面）
ハンドボール1面、バドミントン4面
2Fトレーニング機器各種

MAP/P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市那賀体育館

TEL 0736-73-3312（粉河ふるさとセンター） 
所在地 紀の川市北志野560

利用時間 9:00～21:30
交通アクセス 京奈和自動車道紀の川ICから車で約5分
最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。

申込受付期間 使用日の1ヶ月前から

37

■ソフトボール／1面
両翼約60m、センター約70m
※ナイター設備有り

MAP/P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市粉河西部運動場

TEL 0736-73-3312（粉河ふるさとセンター） 
所在地 紀の川市粉河1479 

利用時間 9:00～22:00

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川東ICから車で約10分、阪和自動車道和歌山
ICから車で約50分、JR粉河駅から徒歩約5分

最寄コンビニ 徒歩で約15分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 使用日の1ヶ月前から

39

フットサル1面、バレーボール3面
ソフトバレー4面、バスケットボール2面
ハンドボール1面、バドミントン4面

MAP/P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市粉河体育館

TEL 0736-73-3312（粉河ふるさとセンター） 
所在地 紀の川市粉河1558

利用時間 9：00～22：00

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川東ICから車で約10分、阪和自動車道和歌山
ICから車で約50分、JR粉河駅から徒歩で約5分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。

申込受付期間 使用日の1ヶ月前から

36

空手2面
剣道2面

MAP/P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市粉河武道館

TEL 0736-64-2273（貴志川生涯学習センター） 
所在地 紀の川市貴志川町長原447-1 

利用時間 9:00～22:00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山南スマートICから車で約15分
和歌山電鐵貴志駅から車で約10分

最寄コンビニ 徒歩で約10分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 使用日の1ヶ月前から

38

バレーボール3面
ソフトバレー4面
バスケットボール2面
バドミントン4面

MAP/P.4

C-2

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市貴志川体育館

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング

TEL 0736-73-3312（粉河ふるさとセンター）
所在地 紀の川市粉河1479 

利用時間 9:00～21:30

交通アクセス 京奈和自動車道紀の川東ICから車で約10分
JR和歌山線粉河駅から徒歩で約10分

最寄コンビニ 徒歩で約15分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 使用日の1ヶ月前から

40

野球1面
ソフトボール1面
夜間照明有

MAP/P.4

C-3

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市粉河中部運動場

13



TEL 0736-56-3050
所在地 伊都郡高野町高野山486 

利用時間 8:30～21:00
交通アクセス 南海高野山駅から車で約15分
最寄コンビニ 徒歩で約15分、車で約5分
便益設備 トイレ

実績・PR 標高840mの所にあり、
夏場は涼しく過ごしやすい気候です。

申込受付 使用日の4ヶ月から

TEL 0736-56-2780
所在地 伊都郡高野町高野山字奥の院地内及び字金時橋地内

利用時間 9:00～21:00
交通アクセス 高野山駅から車で約20分
最寄コンビニ 徒歩で約25分、車で約10分
便益設備 トイレ

実績・PR 標高840mの所にあり、
夏場は涼しく過ごしやすい気候です。

申込受付 使用日の60日前から

TEL 体育館:0736-32-9660、プール:0736-33-2556
多目的グラウンド・テニスコート:0736-33-1866

所在地 橋本市北馬場455 
利用時間 9:00～21:00（体育館：火曜日休館）

交通アクセス 京奈和自動車道橋本ICから車で約5分、JR・南海橋本駅から車で約5分
最寄コンビニ 車で約3分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR ■多目的グラウンド／2015年紀の国わかやま国体のサッカー競技会場として使用。
■体育館／2015年紀の国わかやま国体のバレーボール競技会場として使用。

申込受付 ■多目的グラウンド等／使用日の3ヶ月前から ■体育館／使用日の12ヶ月前から
※詳細は施設へお問い合わせください。

4443

バレーボール１面
バスケットボール１面
卓球台 8台
バドミントン3面

■学童軟式野球場／レフト70m
　　　　　            ライト70m
　　　　　            センター85m

MAP/P.4

D-5

高野町
MAP/P.4

C-5

高野町

45 MAP/P.4

B-5

橋本市

■多目的グラウンド／陸上競技場400mトラック8コース（全天候型/第3種公認）、サッカー場1面（天然芝）
■テニスコート／砂入り人工芝12面（ナイター完備）　■プール／50m×25m（10コース）
■体育館／［メインアリーナ］テニス・バレーボール・バスケットボール各3面、卓球24面、バドミントン9面
　　　　　［サブアリーナ］バレーボール、バスケットボール各1面、卓球6面、バドミントン3面
■武道室／柔道・剣道各2面　■軽運動室／290㎡　■駐車場／橋本市運動公園内約700台
※陸上競技場400mトラックの第3種公認有効期間は2021年8月31日まで
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対応種目対応種目

DATADATA

TEL 0736-64-2273（貴志川生涯学習センター）
所在地 紀の川市貴志川町長山277-735 

利用時間 9:00～18:00

交通アクセス 阪和自動車道和歌山南スマートICから車で約10分
和歌山電鐵貴志駅から車で約10分

最寄コンビニ 徒歩で約10分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 使用日の1ヶ月前から

41

■多目的広場／1面

MAP/P.4

D-2

紀の川市

対応種目

DATA

紀の川市
長山ふれあい公園

TEL 0736-56-2922
所在地 伊都郡高野町高野山385 

利用時間 8:30～17:00

交通アクセス 南海高野山駅から南海りんかんバスで「千手院橋」下車
徒歩で約４分

最寄コンビニ 徒歩で約8分、車で約3分
便益設備 トイレ
実績・PR なし
申込受付 使用日の2ヶ月前から

42

■体育館／バレーボール1面
            　バスケットボール1面
■野球場／両翼80m×85m
　　　　　センター105m

MAP/P.4

D-5

高野町

対応種目

DATA

高野山大学

高野町民体育館高野山森林公園
ちびっこ野球場

橋本市運動公園・県立橋本体育館

対応種目 DATA

凡
例

陸上競技 サッカー 野球
軟式野球

テニス
ソフトテニスソフトボール

ハンドボール 卓球 バドミントン 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

剣道・なぎなた・
銃剣道等 弓道

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール

14
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ホテルアバローム紀の国

紀三井寺
ガーデンホテルはやし

漁火の宿
シーサイド観潮

紀州温泉元気の湯
国民宿舎 新和歌ロッジ

ダイワロイネットホテル
和歌山

和歌の浦 木村屋

潮風荘

双子島荘

ホテルランドマーク和歌山

和歌の浦温泉 萬波

休暇村 紀州加太

1

4 6

9

2

5

7

10

3

8

11

所在地 和歌山市湊通丁北2-1-2
FAX 073-436-8866
HP http://www.avalorm.com

収容人数 111名

客室種類
和室4室（10畳3室、17畳1室）、洋室60名
（シングル36室、ツイン19室、デラックスツ
イン2室、スイート3室）、和洋室1室

風呂設備、温泉 ユニットバス（和室、デラックスツイン、スイートはセパレート）
洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約15分

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 有（先着、要予約、無料）

アクセス 和歌山ICから車で約20分
JR和歌山駅から車で約10分

ミーティングルーム 貸し会場有り（有料）
合宿特典 合宿用プラン有り

PRポイント 県立体育館まで車で約15分、和歌山ビッグホエー
ルまで車で約20分、和室（4名～７名収容可）

所在地 和歌山市紀三井寺673
FAX 073-446-2321
HP http://www.kimiideragardenhotel.com

収容人数 400名

客室種類 和室36室（4.5畳2室、6畳4室、10畳以上15室、20畳
以上14室）、洋室67名（シングル40室、ツイン26室）

風呂設備、温泉 天然温泉男女別大浴場（男82・女82）、家
族風呂1、洋室全室ユニットバス

洗濯設備 コインランドリー（洗濯機5台、乾燥機6台）
最寄コンビニ 徒歩で約3分、車で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 和歌山南スマートICから車で約10分、海南ICから
車で約15分、JR紀三井寺駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 300名（イスのみ）、150名（イス・テーブル）のミーティングルーム
合宿特典 市内バス送迎有り

PRポイント 天然温泉、サウナでスポーツ後の疲れた体を癒せます。紀三井寺公園まで
車で約5分、秋葉山プールまで車で約10分、ビッグホエールまで車で１５分

所在地 和歌山市田野82
FAX 073-445-6048
HP http://www.kancho.co.jp

収容人数 130名

客室種類 和室19室、露付き5室

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男10・女10）
洗濯設備 洗濯機1台、コインランドリーまで車で約5分

最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 和歌山ICから車で約35分
JR和歌山駅から車で約25分

ミーティングルーム 有
合宿特典 無

PRポイント
紀三井寺公園まで車で約15分、県立武道
館まで車で約5分、ビッグホエールまで車
で約25分

所在地 和歌山市新和歌浦2-3
FAX 073-444-9006
HP http://www.shinwakalodge.com

収容人数 70名

客室種類 和室12室（24畳2室、16畳2室、13畳1室、10畳2室、
8畳1室、7畳2室、4.5畳2室）、洋室2室（ツイン2室）

風呂設備、温泉 男女別紀州温泉浴場（男10・女6）
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台、コインランドリーまで車で約4分

最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有り（一度に8名）

アクセス
和歌山ICから車で約25分、JR和歌山駅から車で約20分、JR紀
三井寺駅から車で約10分、南海和歌山市駅から車で約15分、
南海和歌山港駅・南海フェリー和歌山港のりばから車で約9分

ミーティングルーム 30名収容の会議室1室
合宿特典 合宿遠征プラン有り

PRポイント 秋葉山プール（車で約5分）・ビックホエール（車で約15分）・紀三井寺公
園（車で約14分）、和歌の浦の美しい景色と美味しい食事がおすすめ。

所在地 和歌山市七番丁26-1
FAX 073-435-0056
HP https://www.daiwaroynet.jp/wakayama

収容人数 456名

客室種類 洋室221名（スタンダードダブル144室、モデ
レートダブル16室、スタンダードツイン61室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機3台

最寄コンビニ 建物1階にファミリーマート有り（24時間）
昼食準備 外注手配可
送迎 無

アクセス 和歌山ICから車で約15分
JR和歌山駅から車で約7分

ミーティングルーム 30～670名用宴会場有り
合宿特典 団体割引有り

PRポイント
和歌山城前に立地城周辺でジョギング可。
ビッグホエールまで車で15分。大型バス3台
まで駐車場敷地内に有り

所在地 和歌山市新和歌浦2-2
FAX 073-445-0301
HP http://www.wakanoura.com

収容人数 60名
客室種類 和室11室（10畳3室、13畳3室、15畳4室、22畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男15・女10）

洗濯設備 コインタイマー付洗濯機（館内）、コインランドリーまで徒歩で約10分、車で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 和歌山ICから車で約30分、和歌山南ICから
車で約15分、JR和歌山駅から車で約35分

ミーティングルーム 20名収容、50名収容のミーティングルーム有り
合宿特典 無

PRポイント
綱代浜に臨む立地で、ウォーキングやウォー
ムアップに最適、また、高津子山へも同様の
トレーニングに最適

所在地 和歌山市雑賀崎613
FAX 073-444-2952
HP http://www.shiokazesou.com

収容人数 70名
客室種類 和室15室（7.5畳1室、10畳13室、24畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男7・女7）

洗濯設備 洗濯機3台、コインランドリーまで車で約7分
最寄コンビニ 車で約7分
昼食準備 手配可
送迎 有り（25人乗りマイクロバス）

アクセス JR和歌山駅から車で約20分
和歌山ICから車で約30分

ミーティングルーム 68畳（大広間）・24畳（和室）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント
大広間にピアノ有り、インターネット接続可、
全室から海を眺望できます。オールナイト
飲み会可

所在地 和歌山市雑賀崎599
FAX 073-444-1145
HP http://www.futagojimasou.com

収容人数 180名

客室種類
客室数32室（8畳7室、10畳6室、12畳10室、15畳1室、
18畳2室、20畳1室、和室10畳＋和室ツイン1室、和室
12畳＋和室ツイン2部屋、和室10畳＋洋室ツイン2室）

風呂設備、温泉 大浴場2ヶ所

洗濯設備 コインランドリー2台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有り（マイクロバス2台）

アクセス 和歌山ICから車で約30分
JR和歌山駅から車で約25分

ミーティングルーム 70名収容の会議室
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 紀三井寺運動公園まで車で約20分

所在地 和歌山市手平2-1-2
FAX 073-422-1203
HP http://landmark-wk.jp

収容人数 95名

客室種類
和室2室（10畳1室、4.5畳1室）、洋室60名
（シングル36室、デラックスシングル8室、
ツイン8室、デラックスツイン3室、ダブル3
室、エグゼクティブ2室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台

最寄コンビニ スーパーまで徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 和歌山ICから車で約15分
JR和歌山駅から車で約5分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 和歌山ビッグホエールまで徒歩で約5分

所在地 和歌山市新和歌浦2-10
FAX 073-445-3116
HP http://www.manpa.co.jp

収容人数 180名

客室種類 和室23室（8畳14室、14畳以上6室、露天
風呂付3室）、和洋室13室

風呂設備、温泉 男女別温泉大浴場（男40・女30）
露天風呂（男・女）、全室ユニットバス

洗濯設備 コインランドリーまで車で約5分
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 和歌山南ICから車で約20分、JR和歌山駅から
車で約25分、南海和歌山市駅から車で約20分

ミーティングルーム 100名収用会議室有り
合宿特典 無

PRポイント 和歌浦湾を270度一望できる地域唯一の露天風呂温泉宿。
秋葉山プールまで車で約5分、紀三井寺公園まで車で約15分

所在地 和歌山市深山483
FAX 073-459-0815
HP http://www.qkamura.or.jp/kada

収容人数 222名

客室種類
和室39室（10畳35室、12畳4室）
洋室2室（ツイン）
和洋室31室（ツイン＋3畳）

風呂設備、温泉 男女別内湯、露天風呂等

洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機3台
最寄コンビニ 車で約12分
昼食準備 レストラン、宴会場にて手配可
送迎 有

アクセス 和歌山ICから車で約30分
JR和歌山駅から車で約25分

ミーティングルーム 120名収容のミーティングルーム
合宿特典 無

PRポイント 自然にときめくリゾートホテル

☎073-436-1200

☎073-444-1004 ☎073-444-0111

☎073-444-9000

☎073-435-0055

☎073-444-0155

☎073-444-2848

☎073-444-1145

☎073-422-1200

☎073-444-1161

☎073-459-0321

和歌山市

和歌山市 和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  D-2 MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  C-2

MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  C-1

加太海月12

所在地 和歌山市加太1905
FAX 073-459-0450
HP http://www.azumaya-seaside.com

収容人数 150名

客室種類
和室23室（8畳2室、10畳8室、11畳6室、12畳
4室、15畳3室）、洋室（ツイン2室）、和洋室6室（5
畳1室、6畳3室、12畳1室、15畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（大50・小20）、全室バス付き
洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可（要相談）

送迎 有り（和歌山市駅、JR和歌山駅/マイクロ
1台27人乗り）

アクセス 和歌山ICから車で約40分
南海加太駅から徒歩で約25分

ミーティングルーム 80名、30名収容のミーティングルーム
合宿特典 無

PRポイント つつじヶ丘テニスコートまで車で約15分

☎073-459-0015 和歌山市 MAP/P.4  C-1
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花山温泉あたらし屋 和歌山
マリーナシティホテル

BKウィークリー
マンション＆ホテル 和歌山アーバンホテル 東横インJR和歌山駅東口

ビジネスホテルかつや ビジネスホテル みやま

WakanouraNatureResort
エピカリス

HOTEL CITY INN 
WAKAYAMA

ホテルグランヴィア
和歌山

1513 14

16 17 18

19 20

23

21

24

所在地 和歌山市鳴神574
FAX 073-471-6467
HP http://www.hanayamaonsen.com

収容人数 30名

客室種類 和室12室（6畳8室、8畳3室、12畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場

洗濯設備 コインランドリーまで車で約5分
最寄コンビニ 車で約5分、徒歩で約15分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有り（9名まで）

アクセス 和歌山ICから車で約5分
JR和歌山駅から車で約10分

ミーティングルーム 20～30名収容ミーティングルーム
合宿特典 無

PRポイント 高濃度な天然温泉で疲れた体をリセットでき
ます。スポーツ後のリフレッシュに最適です

所在地 和歌山市加太205
FAX 073-459-2337
HP http://www.atarasiya.net

収容人数 90名

客室種類 和室18室（10畳5室、12畳8室、14畳2室、
15畳1室、18畳2室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男10・女10）

洗濯設備 洗濯機1台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 和歌山ICから車で約30分
JR和歌山駅から車で約25分

ミーティングルーム 80名収容のミーティングルーム
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 各種運動施設手配可、施設までの送迎可

所在地 和歌山市毛見1517
FAX 073-448-1112
HP http://www.marinacity.com/hotel

収容人数 253名

客室種類 洋室99室（ツイン85室、ダブル12室、ス
イート2室）

風呂設備、温泉 全室バス・トイレ付き

洗濯設備 コインランドリーまで車で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約15分
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 無

アクセス 海南ICから車で約10分
JR海南駅からバスで約15分

ミーティングルーム 別料金にて用意可
合宿特典 無

PRポイント 紀三井寺運動公園まで車で約10分

所在地 和歌山市柳丁17-2
FAX 073-436-8020
HP 無

収容人数 90名

客室種類 洋室2、和洋室8、
一軒家タイプ1室（1F合宿所・2F3F和洋）

風呂設備、温泉 各客室にお風呂有り。温泉無し。
合宿所はシャワー室2機

洗濯設備 各客室に洗濯機有り（一部除く）
最寄コンビニ ローソン和歌山友田町店まで徒歩約3分
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 無

アクセス JR和歌山駅より徒歩で約5分
北ノ新地交差点すぐ

ミーティングルーム 合宿所兼ミーティングルーム
合宿特典 無

PRポイント 駅近でアクセス便利。キッチン・洗濯機付き
客室でご自宅感覚でお過ごしいただけます

所在地 和歌山市黒田1丁目2番17号
FAX 073-475-1089
HP http://www.w-urbanhotel.com

収容人数 112名

客室種類 シングル、ダブル、ツイン（その他）

風呂設備、温泉 ユニットバス
洗濯設備 コインランドリー8F・10F（各1台）

最寄コンビニ セブンイレブンまで徒歩で約1分

昼食準備 要予約 54席（洋食バイキング）

送迎 無
アクセス JR和歌山駅東口から徒歩で約2分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント
関空バス停へ地域最速1分! JR和歌山駅
東口徒歩2分。交通至便よし。全室プラズマ
クラスター空気清浄機導入 ☆朝食無料☆

所在地 和歌山市黒田2丁目1番7号
FAX 073-476-1046
HP http://www.toyoko-inn.com/hotel/00225

収容人数 280名

客室種類 シングル、ダブル、ツイン、デラックスツイン

風呂設備、温泉 ユニットバス

洗濯設備 2台
最寄コンビニ セブンイレブンまで徒歩で約4分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 和歌山ICから車で約5分
JR和歌山駅東口から徒歩で約4分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 清潔感ある明るいロビーが自慢のホテル
です

所在地 和歌山市友田町3-12
FAX 073-432-0063
HP http://www.wakayamanet.or.jp/katsuya

収容人数 24名

客室種類 和室3室（8畳1室、6畳2室）
洋室10室（シングル7室、ツイン3室）

風呂設備、温泉 一部ユニットバス、男女別共同浴場（男4名、女1名）
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台、コインランドリーまで約550m

最寄コンビニ コンビニまで徒歩で約2分、スーパーまで徒歩で約4分
昼食準備（条件付きで）弁当手配可能
送迎 無

アクセス 和歌山ICから車で約15分
JR和歌山駅から徒歩で約7分

ミーティングルーム 無（食堂使用可）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント
JR和歌山駅より徒歩で約7分、家庭的な
雰囲気のお宿です。マイクロバスまで駐車
可能。県立体育館まで徒歩で約5分

所在地 和歌山市畑屋敷端ノ丁27
FAX 073-428-1163
HP http://miyamahotel.com

収容人数 63名

客室種類 和室11室
洋室15室

風呂設備、温泉 大・小風呂有

洗濯設備 2台

最寄コンビニ ローソンまで徒歩で約5分セブンイレブンまで徒歩で約2分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス JR和歌山駅より徒歩で約13分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 大型バス駐車可

所在地 和歌山市新和歌浦2-4
FAX 073-447-0002
HP https://www.epicharis.jp

収容人数 68名

客室種類 洋室27室（ダブル7室、ツイン13室、トリプ
ル＆フォース7室）

風呂設備、温泉 全室バス・トイレ別（内6室は露天風呂付）

洗濯設備 ランドリー1台（洗濯＆乾燥）
最寄コンビニ 徒歩で約15分
昼食準備 レストラン利用可・弁当不可
送迎 無

アクセス 和歌山ICから車で約20分
JR和歌山駅から車で約15分

ミーティングルーム 8～50名（レストラン利用）
合宿特典 団体割引あり・30名以上で貸切

PRポイント 目の前がビーチでホテルより直結

所在地 和歌山市吉田432
FAX 073-423-2636
HP http://www.cityinn.co.jp

収容人数 245名

客室種類
シングル87室
ツイン44室
ファミリールーム2室

風呂設備、温泉 全室バス・トイレ付、男性専用大浴場有
洗濯設備 洗濯機5台・乾燥機5台

最寄コンビニ 館内併設6：00～24：00
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 無

アクセス 和歌山ICから車で約15分
JR和歌山駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 貸会議室有（有料）
合宿特典 無

PRポイント 県立体育館まで徒歩で約5分
ビックホエールまで車で約10分

所在地 和歌山市友田町5-18
FAX 073-422-1871
HP http://www.granvia-wakayama.co.jp

収容人数 238名

客室種類 洋室236名（シングル72室、ダブル26室、
ツイン54室）和室2名（21畳1室）

風呂設備、温泉 全室バス・トイレ付

洗濯設備 徒歩約3分にコインランドリー有（シティイン
和歌山内24時間営業）

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 弁当手配可（館内食事のみケータリング不可）
送迎 無

アクセス JR和歌山駅から徒歩で約2分、和歌山ICから車で約15分
ミーティングルーム 20～150名（ソーシャルディスタンス対応）宴会場有り

合宿特典 団体割引有り

PRポイント
JR和歌山駅より徒歩2分、和歌山でのご宿泊に
は最適の立地です。ホテルの眼前にはバスター
ミナルも隣接し県内へのアクセスは万全です

☎073-471-3277☎073-459-1146 ☎073-448-1111

☎073-423-3020 ☎073-475-1088 ☎073-476-1045

☎073-422-0063 ☎073-428-1169

☎073-447-0001

☎073-423-2366

☎073-425-3333

和歌山市和歌山市 和歌山市

和歌山市 和歌山市 和歌山市

和歌山市 和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

MAP/P.4  C-2MAP/P.4  C-1 MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  C-1 MAP/P.4  C-2 MAP/P.4  C-2

MAP/P.4  C-1 MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  D-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-2

Guesthouse RICO22

所在地 和歌山市新通5-6
FAX 050-3730-5564
HP http://www.guesthouserico.com

収容人数 37名

客室種類
ドミトリー貸切 定員10名1室、ドミトリー貸切 定員4名
1室、ツインルーム 定員2名1室、ダブルルーム 定員
2名1室、プライベートダブルルーム 定員2名1室

風呂設備、温泉 共同シャワールーム4室、銭湯まで徒歩で約30秒（提携割引あり）
洗濯設備 洗濯機2台、コインランドリーまで徒歩で約30秒

最寄コンビニ セブンイレブン、ローソン、ドン・キホーテまで徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 和歌山ICから車で約10分、JR和歌山駅から徒歩
で約15分、南海和歌山市駅から徒歩で約20分

ミーティングルーム 無
合宿特典 学生割引有り

PRポイント 相部屋が基本のアットホームな宿泊施設です。シェアキッ
チンがあり自炊も可能。目の前に銭湯もあり人気です

☎073-488-6989 和歌山市 MAP/P.4  C-1
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ビジネス旅館石田屋

ビジネスイン紀州路

カンデオホテルズ
南海和歌山

ビジネスホテル圭関空国際ホテル

ビジネスイン南海

ビジネス旅館みどり

和歌山グリーンホテル

和歌山市立青少年
国際交流センター

民宿 市川荘

ホテルTO

スズマルホテル

28

31

34

2625

29

32

35

27

30

33

36

所在地 和歌山市中之島385番地
FAX 073-423-0788
HP https://www.ishidaya-ryokan.com

収容人数 36名

客室種類 全室和室（6畳（小）2室、6畳4室、8畳2室、
10畳3室、12畳2室）

風呂設備、温泉 5・6人用入浴場1つ

洗濯設備 洗濯機1台（有料）、乾燥機1台（有料）
徒歩5分にコインランドリー有り

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス JR紀伊中ノ島駅から徒歩すぐ
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント 夕食はボリュームがあります

所在地 和歌山市狐島655-3
FAX 073-451-6469
HP 無

収容人数 54名

客室種類 洋室シングル12室、和室19室（6畳9室、
8畳2室、12畳1室、バストイレ付6畳）

風呂設備、温泉 ユニットバストイレ付6室（8畳2室、6畳4室）
大浴場1

洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機1台
最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 昼食及び弁当可
送迎 有（マイクロバス）

アクセス 和歌山北ICから車で約15分
南海東松江駅から5分

ミーティングルーム 40名用宴会場有り、ミーティングルーム有り
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 駅及び会場までマイクロバス送迎有り
コンビニ近くに有り

所在地 和歌山市東蔵前丁39 キーノ和歌山
FAX 073-424-2600
HP https://www.candeohotels.com/ja/wakayama/?utm_source=google

収容人数 535名
客室種類 クイーン＠64室、ツイン＠56室

風呂設備、温泉 全室ユニットバス、男女別大浴場
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 要相談
送迎 無

アクセス 南海電鉄「和歌山市駅」直結
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント

紀の川を望む絶景。日本を体感するホテル。
歴史と自然あふれる「紀」の国、和歌山に新た
なホテルが誕生しました。最上階の露天風呂
や、機能美を凝縮したお部屋で、ただ泊まるだ
けではない宿泊体験をお愉しみいただけます

所在地 和歌山市紀三井寺738-2
FAX 073-447-2032
HP 無

収容人数 62名

客室種類 洋室36室（シングル15室、ツイン20室、ト
リプル1室）、和室1室（8畳1室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 コインランドリー（洗濯機3台、乾燥機3台）

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 無

アクセス JR紀三井寺駅から徒歩で約3分

ミーティングルーム 大部屋利用可
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 駅が近く、低価格です

所在地 和歌山市磯の浦122番地
FAX 073-488-1302
HP 無

収容人数 60名

客室種類 洋室20名（10室）、和室40名（10室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約2分
昼食準備 弁当手配可（要事前相談）
送迎 有り

アクセス 南海電鉄加田線磯ノ浦駅より徒歩約15分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 　

所在地 和歌山市杉ノ馬場1丁目27番地
FAX 073-423-4193
HP http://business-inn-nankai.jp

収容人数 55名

客室種類 洋室21名（シングル5室、DXシングル6
室、ダブル4室、ツイン2室、DXツイン1室）

風呂設備、温泉
洋室：ユニットバス（1室のみセパレートタイ
プ）、和室：風呂トイレ共同（2室のみユニッ
トバス）

洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機3台
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 無※応相談
送迎 無

アクセス 南海和歌山市駅から徒歩で約2分
ミーティングルーム 別館に座談室（14畳）有り

合宿特典 無

PRポイント 別館和室貸切対応可能
※日程、人数によります

所在地 和歌山市湊1丁目4-30
FAX 073-451-6469
HP 無

収容人数 50名

客室種類 洋室ダブル3室
和室12室（8畳3室、6畳5室、4.5畳4室）

風呂設備、温泉 大浴場2
洗濯設備 洗濯機4台、乾燥機7台

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 マイクロバス送迎

アクセス 和歌山北ICから車で約15分
JR和歌山駅から車で約15分

ミーティングルーム 有
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 朝夕あたたかい食事付
コンビニはそばにあります

所在地 和歌山市新雑賀町38
FAX 073-422-1641
HP http://w-greenhotel.com

収容人数 55名

客室種類 洋室25室（ツイン22室、トリプル3室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台
徒歩で約1分にコインランドリー有り

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南海和歌山市駅から車で5分
JR和歌山駅から車で5分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 朝食にパン、おにぎりサービス
コーヒー、お茶などセルフサービス

所在地 和歌山市加太1907-2
FAX 073-459-2108
HP http://kadacenter.jp

収容人数 128名

客室種類 2人部屋４室（洋室）、4人部屋6室（洋室）、8人
部屋12室（洋室）、（8人部屋は2段ベッド×４）

風呂設備、温泉 大浴場（20名程度・シャワーブース2）、小浴場（12
名程度・シャワーブース2）、（部屋に浴室設備は無）

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台（いずれも無料）
最寄コンビニ 車で約10分（注：門限21時30分厳守・以降夜間外出禁止）
昼食準備 食堂利用可（要予約）
送迎 無

アクセス 南海加太線加太駅から徒歩で約30分、車乗り
入れ可（台数は事前に要相談・大型バス不可）

ミーティングルーム 有（10～12名程度）、和室（10名程度）利用可
合宿特典 無

PRポイント つつじヶ丘テニスコートまで車で約10分。
海の見える自然豊かな高台にあります

所在地 和歌山市深山20-1
FAX 073-459-1809
HP 無

収容人数 20名

客室種類 和室20名（12畳1室、8畳1室、6畳3室、
4.5畳3室）

風呂設備、温泉 男女別大4名、小1名

洗濯設備 洗濯機2台、
車で約10分にコインランドリー有り

最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 有（南海加太駅）

アクセス 和歌山ICから車で約60分
JR和歌山駅から車で約50分

ミーティングルーム 20名～30名用宴会場有
合宿特典 無

PRポイント 海に近く静かな環境に立地。近くにウォー
ミングアップができる国立公園有り

所在地 和歌山市北ノ新地1-45
FAX 073-423-0991
HP 無

収容人数 37名

客室種類 洋室13、和洋室2

風呂設備、温泉 各客室にお風呂有り。温泉無し。
洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約5分

最寄コンビニ ローソン和歌山友田町店まで徒歩で約3分
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 無

アクセス JR和歌山駅より徒歩で約5分。北ノ新地
交差点すぐ

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント
全客室に電子レンジ、冷蔵庫、ポット完備
しており、ベッドとお風呂が広いのでごゆっ
りとお過ごしいただけます

所在地 和歌山市鈴丸丁16 コーサト鈴丸ビル
FAX 073-488-3219
HP http://suzumaruhotel.com

収容人数 25名

客室種類 洋室25名（シングル1室、セミダブル4室、ツイ
ン1室、４人部屋1室、ドミトリー10人部屋1室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス（全室バス・トイレ別）
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台

最寄コンビニ コンビニエンスストア（ローソン徒歩2分、セブンイレブン徒歩3分）、ドン・キホーテ徒歩5分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 南海和歌山市駅から車で5分
JR和歌山駅から車で7分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 和歌山市の中心部の鈴丸丁に位置する、レト
ロなビルをモダンに改装した簡易宿泊所です

☎073-423-0718

☎073-452-3090

☎073-424-2500

☎073-447-2034☎073-488-1301

☎073-423-4191

☎073-451-2299

☎073-432-3838

☎073-459-2107

☎073-459-1809

☎073-421-8070

☎073-488-3213

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

和歌山市

MAP/P.4  C-2

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  D-1MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1

MAP/P.4  C-1
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ビジネス旅館 黒潮 

海南スポーツセンター

根来温泉国分屋

和歌山プリンスイン海南

アウトドアライフ
たまゆらの里 美里の湯かじか荘

ビジネスホテル岩出

ビジネスホテルかめや

ホテルいとう

丸浅旅館

40

39

44

37

41 42

45

38

43

46

所在地 海南市船尾260
FAX 073-482-5150
HP 無

収容人数 22名
客室種類 和室：9室

風呂設備、温泉 お風呂共用
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 無（朝・夕食付プランあり）
送迎 無

アクセス
ＪＲ海南駅よりタクシーで1メーター
和歌山バス黒江バス停より徒歩5分
阪和自動車道海南ＩＣより車で10分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント
実家に帰ったような雰囲気が味わえるビジネス旅
館。和歌山マリーナシティなどの観光施設からも
アクセス良好です

所在地 海南市船尾260-3
FAX 073-486-2871
HP http://www.city.kainan.lg.jp/shiyakusho/sisetusyosai/1427711389838.html

収容人数 100名

客室種類 和室【16名 2階（1室）、3階（1室）】、洋室【1人部屋（4
室）、2人部屋（2室）、4人部屋（2段ベッド 15室）】

風呂設備、温泉 シャワー設備のみ 男女各7つ
洗濯設備 洗濯機6台、乾燥機6台

最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 基本は各自で手配となりますが、斡旋については要相談
送迎 有

アクセス 海南ICから車で約5分、ＪＲ海南駅から車
で約5分（駐車場100台完備）

ミーティングルーム 会議室有（会議形式では24人、研修形式では48人が利用可能）

合宿特典 高校生以下の団体が宿泊とセットで人工芝コート、体育館、会議室
等を利用の場合は、使用料の減免制度有り（通常使用料の3割）

PRポイント 人工芝コート、体育館、会議室等があり、合宿には
最適の環境です

所在地 岩出市根来1446
FAX 0736-62-5928
HP 無

収容人数 70名

客室種類 和室15室（6畳2室・8畳2室・10畳3室・12畳2室・12.5畳
1室・20畳1室・24畳1室・40畳1室・60畳1室・130畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男12・女7）
洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機1台

最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分
昼食準備 弁当、その他手配可
送迎 有

アクセス 和歌山ICから車で約20分、泉南ICから車で約15分、
JR紀伊駅から車で約15分、JR岩出駅から車で約10分

ミーティングルーム 50～60名収容のミーティングルーム
合宿特典 相談下されば出来るだけ意に添える様対応させて頂きます

PRポイント
車で約5分以内の所に、若者広場、体育館、
根来寺、緑花センター等があります。緑が一
杯でジョギング、散歩に最高です

所在地 海南市日方1521-1
FAX 073-482-2407
HP http://www.princeinn-kainan.com

収容人数 82名

客室種類 洋室62室（シングル44室、ツイン18室、
ダブル2室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機2台
乾燥機2台

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 海南ICから車で約5分
JR海南駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 海南市総合体育館、市民運動場まで
車で約5分

所在地 海草郡紀美野町長谷宮705
FAX 073-499-0609
HP http://www.tamayura-sato.com

収容人数 174名

客室種類 癒し風呂付コテージ10棟
スタンダードタイプ22棟

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男10・女10）
全室シャワー

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約40分
昼食準備 レストランにて手配可
送迎 無

アクセス 海南東ICから車で約60分
ミーティングルーム 20名収容の大広間（和室）

合宿特典 無

PRポイント 自然がいっぱいのリゾートコテージ。バーベキューなどのアウトドアも楽しめます

所在地 海草郡紀美野町菅沢6
FAX 073-498-0333
HP http://niunomiyako.com

収容人数 61名
客室種類 準和室14室（8畳8室、11畳2室、12.5畳4室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場、露天風呂、サウナ
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機１台

最寄コンビニ 車で約18分
昼食準備 レストランにて手配可

送迎 要相談（28人乗りマイクロバス1台、9人乗
りワゴン1台有)

アクセス 海南東ICから車で約30分
ミーティングルーム 40名収容の宴会場、約100名収容の宴会場

合宿特典 料金相談、送迎相談など

PRポイント
自然の中に建つ静かな環境で、リラックスできる環境
が整っています。夏季は川遊び可能。年中を通して、
みさと天文台にて、天体観測ができます。近隣には、
音楽合宿に最適なみさとホールもあります

所在地 岩出市大町163-2
FAX 0736-61-6611
HP 無

収容人数 18名

客室種類 和室1室（12畳1室）
洋室13室（シングル12室、ツイン1室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台
コインランドリーまで徒歩で約3分

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス JR岩出駅から徒歩で約5分
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント 平成18年にオープンしたホテルです

所在地 海南市野上中99
FAX 073-487-5119
HP 無

収容人数 44名

客室種類 洋室11室（シングル8室、ツイン3室）
大広間1室（30名収容）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
大浴場

洗濯設備 洗濯機4台
最寄コンビニ 車で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 海南東ICから車で約10分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 海南市東部テニスコートまで
車で約5分

所在地 岩出市宮83
FAX 0736-63-0646
HP http://www.hotelitoh.jp

収容人数 256名

客室種類 和室2室（10畳1室、12.5畳1室）、洋室136室
（シングル51室、ツイン58室、トリプル27室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機2台

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 要相談

アクセス 和歌山ICから車で約15分、泉南ICから車
で約15分、JR岩出駅から徒歩で約7分

ミーティングルーム 80名収容のミーティングルーム
合宿特典 団体割引有り

PRポイント
近くにスポーツグラウンド（大宮緑地、根来
若者広場、桃源郷運動公園etc）体育館あ
ります

所在地 紀の川市粉河2071-1
FAX 0736-73-6784
HP http://www.maruasaryokan.jp

収容人数 81名

客室種類 和室11室（8畳4室、10畳4室、14畳1室、
16畳2室）、洋室ツイン2室

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 洗濯機3台

最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 紀の川東ICから車で約15分
JR粉河駅から徒歩で約10分

ミーティングルーム 60名収容の大広間（和室）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント
西国三十三ヵ所第三番の札所「粉河寺」の門前にあ
り、地元で採れた旬の野菜を中心とした体にやさしい
郷土料理で真心込めたおもてなしをさせていただきます

☎073-482-5150

☎073-486-2870

☎0736-62-2188

☎073-482-1111

☎073-499-0613 ☎073-498-0102

☎0736-61-6611

☎073-487-1179

☎0736-63-0600

☎0736-73-2246

海南市

海南市

岩出市

海南市

紀美野町 紀美野町 

岩出市

海南市

岩出市

紀の川市

MAP/P.4  D-2

MAP/P.4  D-2

MAP/P.4  C-3

MAP/P.4  D-2

MAP/P.4  D-4 MAP/P.4  D-3

MAP/P.4  C-3

MAP/P.4  D-2

MAP/P.4  C-3

MAP/P.4 C-3

ビジネスホテル粉河 大池荘47 48

所在地 紀の川市粉河781-2
FAX 0736-73-8003
HP 無

収容人数 30名

客室種類
和室6室（6畳1室、10畳3室、18畳2室）
洋室ツイン5室、シングル1室 （洋室バスト
イレ付）

風呂設備、温泉 浴場１ヶ所

洗濯設備 洗濯機2台
最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 紀の川東ICから車で約15分
JR粉河駅から徒歩で約8分

ミーティングルーム 36畳広間有り
合宿特典 無

PRポイント 駐車場が広く便利な位置にあります

所在地 紀の川市貴志川町長山1287
FAX 0736-64-7575
HP http://www.ooikesou.com

収容人数 60名

客室種類 和室11室（21畳1室、14畳3室、12畳3
室、10畳1室、8畳3室）

風呂設備、温泉 浴場2ヶ所
洗濯設備 有

最寄コンビニ 車で約2分
昼食準備 可
送迎 可、応相談

アクセス 和歌山南スマートICより車で約25分、和歌山
電鉄貴志川線大池遊園駅から徒歩で約2分

ミーティングルーム 有
合宿特典 無

PRポイント
自然公園内の大池の池畔に建ち、心癒されながら美味
しいお料理を食べて頂ける料理旅館です。各種会議、
宴会、その他色々な料理の仕出しも承っております

☎0736-73-8003 ☎0736-64-2076紀の川市 紀の川市MAP/P.4  C-3 MAP/P.4  D-2
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紀伊見温泉 紀伊見荘 ホテルルートイン橋本 遍照尊院58 59 60

所在地 橋本市矢倉脇115
FAX 0736-37-3409
HP http://www.kiimiso.co.jp

収容人数 90名

客室種類 和室13室（10畳+4．5畳：3室、10畳：4室、6畳：6室）、洋室4室（ツイ
ンルーム）、団体様用和室2室（大広間）57畳1室（4室に分室可）

風呂設備、温泉 男女浴室、天然温泉（加温、循環ろ過式）
洗濯設備 コインランドリー（洗濯機2台、乾燥機2台）

最寄コンビニ 徒歩で約20分、車で約5分
昼食準備 館内 飲食 有り
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道橋本ＩＣから車で15分
南海高野線紀見峠駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 有 4,400円～（税込）
合宿特典 小学生5,500円～、中高大学生7,800円～、大人8,300円～（税込）

PRポイント
館内には紀伊見温泉があり、ゆったりとした時間を
お楽しみください。テニスコート・プール・多目的グラウ
ンドが利用可能な橋本市運動公園まで車で約15分

所在地 橋本市市脇4-10-28
FAX 0736-33-7300
HP https://www.route-inn.co.jp

収容人数 174名

客室種類 洋室121室（シングル）、洋室9室（ダブル）
洋室17室（ツインルーム）

風呂設備、温泉 ラジウム人工温泉大浴場
洗濯設備 コインランドリー（洗濯機3台、乾燥機3台）

最寄コンビニ 徒歩で約15分、車で約5分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道橋本ICより車で5分、JR和歌
山線・南海高野線橋本駅より徒歩で約25分

ミーティングルーム 無（予約確認用・レストラン会場）
合宿特典 無

PRポイント
自動車で約15分の場所にテニスコート・
プール・多目的グラウンドが利用可能な橋
本市運動公園がございます

所在地 伊都郡高野町高野山303
FAX 0736-56-3641
HP http://www.henson583.com

収容人数 150名
客室種類 和室39室

風呂設備、温泉 男女大浴場および薬湯有り（各25名利用可）
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 可
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎICより車で約50分
南海電鉄高野山駅よりバスで約12分

ミーティングルーム 無

合宿特典 合宿料金（1泊2食小学校5,500円、中高生
7,150円、大学・一般8,800円 ※税込）

PRポイント
1,200年の歴史と文化を誇り、夏は大変涼
しくて高野山は文科系・体育系どちらの合
宿にも最高です

☎0736-36-4000 ☎050-5847-7400 ☎0736-56-2434橋本市 橋本市 高野町MAP/P.4  B-5 MAP/P.4  B-5 MAP/P.4  D-5

旅館かつらぎ 紀伊高原ゴルフクラブ　
山荘天の星

和歌山県立
紀北青少年の家

きくや旅館 花園グリーンパーク
（リバーサイドホステルB&B） 花園BASE

天野地域交流センター　
簡易宿泊所 ゆずり葉 やどり温泉いやしの湯新子ふるさと村

49 50 51

52 53 54

55 5756

所在地 伊都郡かつらぎ町新田92-2
FAX 0736-22-7586
HP 無

収容人数 19名

客室種類 和室7室（1人部屋2室、2～3人部屋5室）

風呂設備、温泉 2つ

洗濯設備 洗濯機2台
最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス JR和歌山線妙寺駅より徒歩で約3分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 毎日違ったメニューでボリューム満点

所在地 伊都郡かつらぎ町神田166-1
FAX 0736-26-0144
HP http://www.kiikogen.com

収容人数 20名

客室種類 和室6室（2人部屋6室）
洋室ツイン4室（2人部屋4室）

風呂設備、温泉 温泉
洗濯設備 無

最寄コンビニ 車で約15分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス
京奈和自動車道紀北かつらぎIC、かつら
ぎ西ICから車で約20分
JR和歌山線笠田駅から車で約18分

ミーティングルーム 食堂1室20名
合宿特典 無

PRポイント ゴルフ部合宿なら受け入れ可能

所在地 伊都郡かつらぎ町中飯降1317-3
FAX 0736-22-5531
HP http://www.kihokuseisyounen.com

収容人数 宿泊棟200名、ロッジ20名、キャンプ村200名

客室種類 和洋室30室（8人部屋24室、6人部屋2
室、3人部屋4室）、ロッジ（10人用2棟）

風呂設備、温泉 大浴場20名、小浴場15名
洗濯設備 洗濯機4台、乾燥機4台

最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス
京奈和自動車道紀北かつらぎICから車で
約9分、JR和歌山線中飯降駅から徒歩で
約30分

ミーティングルーム 研修室1室×200名、4室×45名
合宿特典 無

PRポイント 体育館、グラウンド、テニスコート、プール
などの施設有り

所在地 伊都郡かつらぎ町妙寺440
FAX 0736-22-5920
HP 無

収容人数 22名

客室種類 和室7室（3～4人部屋）

風呂設備、温泉 浴室2室

洗濯設備 洗濯機1台

最寄コンビニ 徒歩で約1分

昼食準備 無
送迎 無

アクセス JR和歌山線妙寺駅より徒歩で約4分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 無

所在地 伊都郡かつらぎ町花園新子256-1
FAX 073-499-7768
HP https://riversidebnb.jp

収容人数 30名（8名以上）

客室種類 和室1室（10人部屋）
洋室6室（2人部屋、3人部屋、4人部屋）

風呂設備、温泉 大浴場（20人以上・男女各1）
洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ 車で約40分
昼食準備 要相談
送迎 要相談

アクセス 京奈和自動車道紀北かつらぎＩＣから車で
60分、ＪＲ和歌山線笠田駅から車で約60分

ミーティングルーム 会議室1室
合宿特典 グラウンド・体育館使用料無料

PRポイント
●営業期間中の平日（月～金）に一団体様貸切で利用可能 ※営業期間：
3月中旬～12月初旬（冬季休館） ※保育園・幼稚園・小学校の野外活動、
音楽・スポーツ合宿、ゼミ合宿・研修など、組織団体のご利用に限ります

所在地 伊都郡かつらぎ町花園梁瀬919
FAX 0737-26-0022
HP https://hanazonobase.com

収容人数 150名程度
客室種類 民家（3棟）、コテージ（4人用8棟、8人用2棟）

風呂設備、温泉 民家は管理棟に風呂有（男・女10名）
コテージ内に有り

洗濯設備 無
最寄コンビニ 車で約50分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス
有田川ＩＣより車で約80分、ＪＲ和歌山線笠
田駅下車、新庄・花園コースのコミュ二ティ
バスに約70分乗車し、花園停留所で下車

ミーティングルーム リクエスト可
合宿特典 体育館使用料無料

PRポイント 高野山麓の大自然に囲まれた古民家、コ
テージタイプの宿泊施設です

所在地 伊都郡かつらぎ町大字下天野930
FAX 0736-26-0370
HP http://yuzuriha.html.xdomain.jp

収容人数 42名

客室種類 10人部屋和室3室、4人部屋洋室1部屋
４人部屋和室2部屋※全室エアコン完備

風呂設備、温泉 シャワー設備のみ（女3室、男3室、障がい者用1室）
洗濯設備 ドラム式乾燥機能付き洗濯機１台、単独乾燥機1台

最寄コンビニ スーパー、コンビニへは、車で約15分
昼食準備 食事の提供はしていません。自炊設備有り。50名程度収容可の食堂あり
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道紀北かつらぎＩＣ、かつらぎ西ＩＣから車で約25分、ＪＲ和歌山
線笠田駅前からコミュニティバスで約２０分、旧天野小学校前下車徒歩すぐ

ミーティングルーム 集会室、簡易防音室、調理室、体育館、運動場※宿泊者は無料で使用できます
合宿特典 20名以上の団体割引有り

PRポイント
天野は平坦な盆地で、フィールドワークに最適。周辺には世界
遺産の丹生都比売神社や町石道、平家物語ゆかりの史跡等が
あり、40分から2時間程度のウオーキングコースも有ります

所在地 橋本市北宿5
FAX 0736-32-8300
HP https://yadorionsen.com

収容人数 24名（6名部屋4棟）
客室種類 個室温泉付きコテージ、ユニットバス付きコテージ

風呂設備、温泉 各部屋完備、本館大浴場（利用可能時間
…15～21時、10～11時）

洗濯設備 無
最寄コンビニ ファミリーマート橋本清水店（車で約30分）
昼食準備 事前予約で対応可
送迎 有（人数等相談可）

アクセスＪＲ・南海 橋本駅より車で約30分、京奈和自動車道橋本ICより車で30分
ミーティングルーム 座敷10畳あり

合宿特典 夕食時ドリンク1杯サービス

PRポイント
ホタルと紅葉の里「清流 玉川峡」沿いにある温泉宿泊
施設。全棟お風呂、ウォシュレット付トイレ完備の綺麗なコ
テージで仲間との絆を深めるひと時をお過ごしください

所在地 かつらぎ町花園新子96番地
FAX 無
HP 無

収容人数 50名
客室種類 和室 2室（40名 +10名）

風呂設備、温泉 浴室１室
洗濯設備 無

最寄コンビニ 車で約40分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎ西ICから車で約50分
ミーティングルーム 無

合宿特典 グラウンド・体育館使用料無料

PRポイント

廃校になった小学校を改修して、青少年の
野外活動のための宿泊施設としてご利用
いただけます。森や有田川の清流に囲まれ
て、釣り、スポーツ、星や植物の観察、バード
ウォッチングなど、様々な体験ができます。

☎0736-22-6660 ☎0736-26-0141 ☎0736-22-5530

☎0736-22-0405 ☎090-8368-3993 ☎0737-26-0022

☎0736-26-0350 ☎0736-32-8000☎0737-26-0544

かつらぎ町 かつらぎ町 かつらぎ町

かつらぎ町 かつらぎ町 かつらぎ町

かつらぎ町 橋本市かつらぎ町

MAP/P.4 C-4 MAP/P.4  C-4 MAP/P.4  B-4

MAP/P.4  C-4 MAP/P.4  D-4 MAP/P.4  D-4

MAP/P.4 C-4 MAP/P4  C-5MAP/P4  D-4
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普賢院

上池院

成福院

大明王院

宝城院

三宝院

赤松院

62

65

63

66

61

64

67

所在地 伊都郡高野町高野山605
FAX 0736-56-4688
HP http://www.fugen-in.com

収容人数 150名
客室種類 和室43室（6畳3室、8畳21室、10畳3室、12畳8室、14畳6室、16畳2室）

風呂設備、温泉 循環式浴槽
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 可
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎICから車で約50分
南海電鉄高野山駅からバスで約10分

ミーティングルーム 有

合宿特典 合宿料金（1泊2食小学生6,600円～、中高大学生7,700
円～、一般8,800円～※税込、アメニティ・浴衣なし）

PRポイント
高野山のほぼ中央に位置し、金剛峰寺、檀上伽藍など
のお参りに便利。研修道場「力乗殿」は200名を収容で
き、各種セミナーや研修会場としてご利用いただけます

所在地 伊都郡高野町高野山476
FAX 0736-56-4545
HP http://www.koyasan-jyochiin.jp

収容人数 100名

客室種類 和室28室

風呂設備、温泉 男女浴室

洗濯設備 無
最寄コンビニ 徒歩で約15分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎICから車で約50分
南海電鉄高野山駅からバスで約15分

ミーティングルーム 無

合宿特典 宿泊料金相談可

PRポイント 無

所在地 伊都郡高野町高野山593
FAX 0736-56-3475
HP http://www.koya-jfk.travel.coocan.jp

収容人数 60名

客室種類
和室22室（8畳＋4畳2室、10畳＋6畳1
室、8畳10室、10畳7室、12畳1室、8畳
＋6畳1室）

風呂設備、温泉 大・中浴室（加温、循環ろ過式）
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 手配可（状況による）
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎICから車で約50分
南海電鉄高野山駅からバスで約13分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 金剛峰寺、奥之院の中間にあります

所在地 伊都郡高野町高野山482
FAX 0736-56-3470
HP http://daimyooin.s601.xrea.com

収容人数 50名

客室種類 和室12室
広間150畳1室

風呂設備、温泉 男女浴室（循環ろ過式）
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約15分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎICから車で約50分
南海電鉄高野山駅からバスで約15分

ミーティングルーム 無

合宿特典
合宿料金（1泊2食小学生5,500円、中高
大学生7,700円、一般8,800円※税込、団
体様用和室利用、アメニティ・浴衣無し）

PRポイント 無

所在地 伊都郡高野町高野山156
FAX 0736-56-2432
HP http://www.hojo-in.com

収容人数 150名

客室種類 和室43室（12畳11室、10畳13室、8畳11
室、6畳8室）

風呂設備、温泉 男女浴室
（加温、循環ろ過式）

洗濯設備 無
最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 可
送迎 有

アクセス
京奈和自動車道かつらぎICから
車で約50分
南海電鉄高野山駅からバスで約10分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 無

所在地 伊都郡高野町高野山580
FAX 0736-56-2188
HP http://www.sanboin.com

収容人数 100名
客室種類 和室23室（バス・トイレ・洗面共有）

風呂設備、温泉 大・中浴場
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分
昼食準備 可
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎICから車で約50分
南海電鉄高野山駅からバスで約13分

ミーティングルーム 講堂40名前後、大広間120名

合宿特典 1泊2食小学生5,500円～、中高大学生
7,700円～、一般9,900円～（税込）

PRポイント
宿坊生活体験、朝のお勤め、座禅阿字
観、滝の落ちる臨紅庭、茶室「吟松庵」、
仲秋名月コンサートなどがあります

所在地 伊都郡高野町高野山571
FAX 0736-56-4429
HP http://www.sekishoin.net

収容人数 220名
客室種類 和室60室（バス・トイレ付50室）

風呂設備、温泉 大浴場2カ所、小浴場2ヶ所
洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 可
送迎 無

アクセス 京奈和自動車道かつらぎICから車で約50分
南海電鉄高野山駅からバスで約17分

ミーティングルーム 有

合宿特典 合宿料金（1泊2食小学生6,600円、中高
大学生7,700円、一般8,800円※税・サ込）

PRポイント 近くに公民館、体育館有り（徒歩で約5分）

☎0736-56-2131

☎0736-56-2318

☎0736-56-2109

☎0736-56-2521

☎0736-56-2431

☎0736-56-2004

☎0736-56-2734

高野町

高野町

高野町

高野町

高野町

高野町

高野町

MAP/P.4  C-5

MAP/P.4  D-5

MAP/P.4  C-5

MAP/P.4  D-5

MAP/P.4  C-5

MAP/P.4 C-5

MAP/P.4  C-5
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救急医療機関ガイド

救急医療情報センター

救急医療機関一覧

TEL.073-426-1199（いい救急） http://www.wakayama.qq-net.jp/
和歌山県内の医療機関の診療情報を24時間体制で提供しており、最寄りの医療機関を紹介します。

※受診の際はそれぞれの医療機関に事前にお問い合わせください。

救急告示病院・診療所

※和歌山県ホームページでも確認できます。

和歌山市夜間・休日応急診療センター
和歌山市吹上5-2-15 有田地方休日急患診療所 有田川町小島352TEL.073-425-8181 TEL.0737-52-4882

那賀休日急患診療所 紀の川市東大井350番地 病－診連携休日急患診療室
御坊市薗116-2 国保日高総合病院内

TEL.0736-77-6410 TEL.0738-22-1111

田辺広域休日急患診療所
田辺市高雄1-23-1 田辺市民総合センター内伊都地方休日急患診療所 橋本市東家1-3-1 TEL.0739-26-4909TEL.0736-33-1903

1 今村病院 和歌山市砂山南二丁目4番21号　 TEL.073-425-3271

2 医療法人青松会 河西田村病院
和歌山市島橋東ノ丁1番11号

TEL.073-455-1015

3 中谷病院 和歌山市鳴神123-1 TEL.073-471-3111

4 医療法人弘智会 上山病院
和歌山市内原998

TEL.073-446-1200

5 宇都宮病院 和歌山市鳴神505-4 TEL.073-471-1111

6 向陽病院 和歌山市津秦40番地 TEL.073-474-2000

7 済生会和歌山病院
和歌山市十二番丁45番地

TEL.073-424-5185

8 医療法人 杏林会 嶋病院
和歌山市西仲間町1丁目30番地

TEL.073-431-3900

9 月山チャイルドケアクリニック☆和歌山市秋月482-1
TEL.073-476-2300（昼）
TEL.073-476-2310（夜）

10 誠佑記念病院 和歌山市西田井391 TEL.073-462-6211

11 中江病院 和歌山市船所30-1 TEL.073-451-0222

12 伏虎リハビリテーション病院和歌山市屋形町1丁目11番地
TEL.073-433-4488

13 古梅記念病院 和歌山市新生町5番37号 TEL.073-431-8836

14 橋本病院 和歌山市堀止南ノ丁4番31号 TEL.073-426-3388

15 和歌浦中央病院 和歌山市塩屋6丁目2番70号 TEL.073-444-1600

16 堀口記念病院 和歌山市湊本町三丁目4番地1 TEL.073-435-0113

17 独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院
和歌山市木ノ本93-1

TEL.073-451-3181

18 和歌山県立医科大学附属病院和歌山市紀三井寺811番地1
TEL.073-447-2300

19 和歌山生協病院 和歌山市有本143-1 TEL.073-471-7711

20 日本赤十字社和歌山医療センター和歌山市小松原通四丁目20番地
TEL.073-422-4171

21 医療法人 須佐病院 和歌山市吹屋町4丁目30 TEL.073-427-1111

22 石本病院 海南市船尾365番地 TEL.073-482-5063

23 海南医療センター 海南市日方1522番地1 TEL.073-482-4521

24 医療法人恵友会恵友病院海南市船尾264-2
TEL.073-483-1033

25 辻整形外科☆ 海南市築地一番地の50 TEL.073-483-1234

26 辻秀輝整形外科☆ 海南市名高178-1 TEL.073-483-3131

27 国保野上厚生総合病院海草郡紀美野町小畑198番地
TEL.073-489-2178

28 公立那賀病院★ 紀の川市打田1282 TEL.0736-77-2019

29 名手病院★ 紀の川市名手市場294番地1　 TEL.0736-75-5252

30 社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院★
紀の川市貴志川町丸栖1423-3

TEL.0736-64-0061

31 富田病院★ 岩出市紀泉台2 TEL.0736-62-1522

32 医療法人稲穂会稲穂会病院★紀の川市粉河756-3
TEL.0736-74-2100

33 医療法人南労会紀和病院★橋本市岸上18番地の1
TEL.0736-33-5000

34 橋本市民病院★橋本市小峰台二丁目8番地の1
TEL.0736-37-1200

35 社会医療法人博寿会山本病院★橋本市東家六丁目7番26号
TEL.0736-32-8899

36 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院★伊都郡かつらぎ町妙寺219
TEL.0736-22-0066

37 高野町立高野山総合診療所☆★伊都郡高野町大字高野山631
TEL.0736-56-2911

38 有田市立病院 有田市宮崎町6番地 TEL.0737-82-2151

39 医療法人千徳会桜ヶ丘病院有田市箕島904
TEL.0737-83-0078

40 済生会有田病院有田郡湯浅町吉川52-6
TEL.0737-63-5561

41 医療法人明美会 有田南病院有田郡有田川町小島15番地
TEL.0737-52-3730

42 西岡病院 有田郡有田川町小島278-1 TEL.0737-52-6188

43 北出病院 御坊市湯川町財部728-4 TEL.0738-22-2188

44 ひだか病院御坊市薗116番地2
TEL.0738-22-1111

45 整形外科 北裏病院御坊市湯川町小松原454
TEL.0738-22-3352

46 独立行政法人国立病院機構和歌山病院日高郡美浜町和田1138
TEL.0738-22-3256

47 医療法人研医会田辺中央病院★田辺市南新町147
TEL.0739-24-5333

48 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター★
田辺市たきない町27番1号

TEL.0739-26-7050

59 紀南病院★ 田辺市新庄町46番70 TEL.0739-22-5000（昼）
TEL.0739-22-5935（夜）

50 白浜はまゆう病院★西牟婁郡白浜町1447番地
TEL.0739-43-6200

51 国保すさみ病院西牟婁郡すさみ町周参見2380
TEL.0739-55-2065

52 新宮市立医療センタ－新宮市蜂伏18番7号
TEL.0735-31-3333

53 くしもと町立病院東牟婁郡串本町サンゴ台691-7
TEL.0735-62-7111

54 那智勝浦町立温泉病院東牟婁郡那智勝浦町大字天満1185-4
TEL.0735-52-1055
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☆印は診療所  ★印は救急告示医療機関でかつ病院群論番制参加医療機関（14機関）  ※データは令和3年2月9日現在のものです。　
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日ノ御埼

切目崎

小浦崎
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海南東IC海南東IC

有田南IC有田南IC
有田IC有田IC

湯浅IC湯浅IC
広川IC広川IC

広川南IC広川南IC

海南IC海南IC
下津IC下津IC

御坊IC御坊IC

御坊南IC御坊南IC

みなべICみなべIC

印南IC印南IC

南紀田辺IC南紀田辺IC

JR紀勢本線

阪 和 自 動 車 道
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浅
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湯
浅
御
坊
道
路

イ

日高川町

みなべ町

印南町

由良町

日高町

美浜町

広川町

有田川町

湯浅町

御坊市

有田市

みなべ

ふじなみふじなみ

みのしま

ゆあさゆあさ

ごぼうごぼう

かいなん

和歌山県

明恵ふるさと館

龍神

白崎海洋公園

水の郷
日高川龍游

紀州備長炭
記念公園
紀州備長炭
記念公園

SanPin中津SanPin中津

みなべうめ振興館みなべうめ振興館

しらまの里しらまの里

しみずしみずあらぎの里あらぎの里

マツゲン有田球場
（有田市民球場）

ふれあいの丘
スポーツパーク
（ふれあいドーム）

ふれあいの丘
スポーツパーク
（ふれあいドーム）

かわべテニスコートかわべテニスコート

みやまドームみやまドーム

千里ケ丘球場千里ケ丘球場61
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御坊総合運動公園53

御坊市立体育館52

56

55

47
金屋テニス公園金屋テニス公園50

57

59

58

60

46

49なぎの里球場なぎの里球場
湯浅スポーツセンター

54 御坊市立相撲場

51 御坊市立武道館・弓道場御坊市立武道館・弓道場

マツゲンスポーツグラウンドマツゲンスポーツグラウンド

南山スポーツ公園南山スポーツ公園

美山漕艇場美山漕艇場
日高町農村環境改善
センター
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白崎海洋公園

湯浅の町並み稲むらの火の館

道成寺道成寺
紀州鉄道紀州鉄道

A

1

WA K AYA M A  M A P  A R E A

紀中エ
リアは

自然が
いっぱ

いで

豊かな
文化が

根づく

B

2

C

3

D

4

E

5

K I C H U   D ATA
WA K AYA M A  M A P

スポーツ・観光・宿泊施設  M A P

紀中エリア
有田市／有田川町／湯浅町／広川町
御坊市／美浜町／由良町／日高町
日高川町／印南町／みなべ町

紀北

紀中

紀南

みかんや梅の栽培が盛んに行なわれている温暖な気候の紀中エリア。
山間部を蛇行しながら流れる有田川や日高川などに沿って平野が

広がります。海岸部はリアス式海岸で、由良町には白亜の石灰岩が見事な
白崎海岸があります。有田みかんで有名な有田市や醤油発祥の地・湯浅町
があるのもこちら。御坊市では昔ながらのミニ電車が走っています。

年間平均気温 1 6 . 6℃
観測地点／川辺（日高川町）
（2020年気象庁観測データ）

Access

車で

電車で

大阪方面から

大阪方面から

松原JCT 泉佐野JCT

←至吹田
←至関西国際空港・大阪市内・神戸

至田辺・白浜→

↑至天理 30分 12分30分 有田IC海南IC

阪神高速湾岸線
阪和自動車道 湯浅御坊道路

天王寺駅

←至大阪駅 至田辺駅・白浜駅→

4分1時間 御坊駅箕島駅

JR紀勢本線 特急

●宿泊施設

●スポーツ施設

　道の駅

10分 御坊IC川辺IC3分

6分 15分湯浅駅藤並駅

紀
中
エ
リ
ア
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ご当地
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ほんまもん体験

和歌山県内に現存する最古の寺。
「安珍と清姫」の悲恋物語の舞台と
して知られる道成寺は、天武天皇
勅願寺で701年に創建されました
（室町時代再建）。物語の絵とき説法
は、縁起堂で聞くことができます。 

A日高川町鐘巻1738 　　　　　　 
[0738-22-0543 B9:00～17:00 Z拝観料：大人（中学生以上）600円、小学生
300円※説法含む cJR紀勢本線道成寺下車、徒歩約5分

安政の大地震による大津波から多くの人々
を救った濱口梧陵。地元の語り部の案内のも
と、稲むらの火の館をはじめ、梧陵ゆかりの
広村堤防や耐久社などの史跡を巡ります。

A広川町広671 [0737-64-1760（稲むらの
火の館） B10:00～17:00 C月曜（祝日の場

合は開館）※11月5日世界津波の日は開館、年末年始（12月29日～1月4日） Z
無料（稲むらの火の館は有料） cJR紀勢本線湯浅駅下車、徒歩約15分

1999年「日本の棚田百選」に選ばれ
た、見事な棚田が広がります。有田川
の蛇行に沿って扇状に広がる棚田に
は、大小54枚もの水田が。長い年月の
浸食で作られた自然の造形美が楽し
め、撮影スポットとしても人気。

A有田川町三田 
[0737-22-7105（有田川町産業振興室） 
cJR紀勢本線藤並駅からバス「三田」下
　車、徒歩約3分

紀 中 エ リ ア 観 光  G U I D E

万葉の時代からの景勝地、日本の渚百選に指定されている「白
崎海岸」がある公園。“日本のエーゲ海”とも称される同海岸は、
群青の海と、白い石灰岩の海岸線が印象的です。観光情報はも
ちろん、地元・由良町の特産品の販売や飲食施設もある道の駅
のほか、キャンプ場など、施設が充実しています。漁船に乗り
海に出て、美しい海岸線を眺めることができる「白崎クルー
ズ」もおすすめです。

A由良町大引960-1 [0738-65-0125（白崎海洋公園） 
B9:00～17:00※入場は30分前まで C無休 
Z入場無料、白崎クルーズ1,800円（税込） 
cJR紀勢本線紀伊由良駅からバス「白崎海洋公園」下車

美しい海岸や山々。風光明媚な景色に出会おう!

醤油醸造の発祥の地として日本遺産
にも認定されたまちなみは、重厚な瓦
葺の屋根と繊細な格子が印象的な町
家や土蔵が立ち並び、明治・大正・昭和
の時代にタイムスリップしたようなノ
スタルジックなまち歩きができます。

A湯浅町湯浅  
[0737-63-2525（湯浅町役場）  
cJR紀勢本線湯浅駅下車、徒歩約10分

安政の大地震による大津波から、村民の
命を救った濱口梧陵。小泉八雲作の物語
「稲むらの火」のモデルとなっています。
同館には、濱口梧陵記念館と津波防災教
育センターがあり、梧陵の偉業と精神、教
訓を学べます。

A広川町広671 [0737-64-1760 B10:00
～17:00※入館は1時間前まで C月曜（祝日の場合は開館）※11月5日世界津波
の日は開館、年末年始（12月29日～1月4日） Z一般500円・高校200円・小中学
生100円（税込） cJR紀勢本線湯浅駅下車、徒歩約15分

稲むらの火の館

白崎海洋公園

湯浅伝統的建造物群保存地区

紀州鉄道

濱口梧陵 歴史探訪ウォーク

あらぎ島

道成寺

【広川町】
m a p B-2　

【由良町】
m a p C-1　

【湯浅町】
m a p B-2

【御坊市】
m a p C-2　

【広川町】
m a p B-2　

【有田川町】
m a p A-4　

【日高川町】
m a p  C-2　

［湯浅町他］

［みなべ町他］

［日高町他］

「SOY SAUCE」として海
外でも人気の醤油。醤油
醸造の始まりは、鎌倉時
代の高僧が中国（宋）から
伝えた径山寺味噌を作る
工程から生まれたと言わ
れています。今もなお伝
統的な製法で作られる湯
浅の醤油は、素材の味を
いっそう引き立たせます。

醤油 クエ
梅干

最高級梅干しで知られる品種「南高梅」
の日本一の産地は、みなべ町です。江戸
期に紀州藩が栽培を奨励したのが始ま
りで、県内ではこのほかの品種の梅づく
りも盛んです。疲労回復効果があるとさ
れるクエン酸を含み、アスリート食とし
て注目されています。

日高町の沖合の岩場に
生息するハタ科の高級
魚。体長１メートル以上
にも達する個体もある大
型の魚です。旬は10月～
12月。美しい白身で、そ
の味わいは脂がのりなが
らも上品。皮にはゼラチ
ン質がたっぷり。

日本有数のミニ鉄道。自転車ほど
のスピードで走るほのぼのとし
た紀州鉄道は、御坊駅から西御坊
駅間、全長2.7kmの短い路線を走
ります。沿線には江戸時代の面影
を残した貴重な町屋が並ぶ「寺内
町」があり、散策におすすめです。

[0738-23-0001（紀州鉄道） 
cJR紀勢本線御坊駅下車（乗り換え）

紀中の
美味しい
ものを
ご紹介 !

紀
中
エ
リ
ア

r eco m m en dr eco m m en dr eco m m en d
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TEL 0737-82-0701
所在地 有田市宮崎町2497-2

利用時間 9:00～19:00

交通アクセス 阪和自動車道有田ICから車で約15分
JR箕島駅から車で約5分

最寄コンビニ 車で約5分

便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／
空調（更衣室）

実績・PR 2015年紀の国わかやま国体軟式野球競技
会場として使用。

申込受付 通年

TEL 0737-63-5511
所在地 有田郡湯浅町湯浅2435-1

利用時間 平日・土／9:00～21:00、日／9:00～18:00 

交通アクセス 阪和自動車道有田ICから車で約10分
JR湯浅駅から徒歩で約20分

最寄コンビニ 徒歩で約10分
便益設備 トイレ／ロッカー／空調

実績・PR 2015年紀の国わかやま国体デモンストレーションスポーツのス
ポーツ吹き矢の競技会場として使用。

申込受付 使用日の2ヶ月前の月の1日から

TEL 0737-25-1288
所在地 有田郡有田川町清水607

利用時間 9：00～22：00
交通アクセス 阪和自動車道有田ICから車で約1時間、JR藤並駅から車で約1時間
最寄コンビニ 車で約3分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（宿泊施設内）

実績・PR 大学・高校等の合宿で使用されています。ドームは平成17年12月
に完成しました。

申込受付 テニスは3ヶ月前から。合宿は1年前から

46 MAP/P.20

A-1

有田市

両翼98ｍ・中堅122ｍ 
バッティングゲージ2基 
ブルペン3人（屋根付）

47 48

ソフトテニス2面、バレーボール2面
バスケットボール2面、バドミントン6面
柔道2面、剣道4面 

MAP/P.20

B-2

湯浅町
MAP/P.20

A-4

有田川町ふれあいの丘スポーツ
パーク（ふれあいドーム）

クレーテニスコート4面（屋根・照明付き）、 
砂入り人工芝テニスコート2面（屋外・照明
付き）、グラウンドゴルフ8ホール（一部屋
根・照明付き5ホール）

1

2 3
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マツゲン有田球場（有田市民球場）

スポーツ施設

対応種目

DATA

1／外野から　2／ホームから　3／外観

対応種目 対応種目

DATADATA

湯浅スポーツセンター

紀
中
エ
リ
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凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道
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TEL 0737-32-4969
所在地 有田郡有田川町吉原1138-1

利用時間 昼間9:00～17:00
夜間19:00～22:00

交通アクセス 阪和自動車道有田ICから車で約15分JR藤並駅から
車で約15分

最寄コンビニ 車で約5分

便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／
空調（クラブハウス内）

実績・PR 大学等の合宿で使用されています。
申込受付 基本3ヶ月前から

TEL 0738-23-5525
所在地 御坊市島426-1

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 湯浅御坊道路御坊ICから車で約10分
JR御坊駅から徒歩で約20分

最寄コンビニ 徒歩で約5分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 基本3ヶ月前から

TEL 0738-23-5525
所在地 御坊市薗76

利用時間 9:00～22:00

交通アクセス 湯浅御坊道路御坊ICから車で約10分、JR御坊駅から車で約10分
紀州鉄道紀伊御坊駅から徒歩で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ
実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 基本3ヶ月前から

TEL 0737-63-6688
所在地 有田郡有田川町熊井714-3

利用時間 8:00～19:00
交通アクセス 阪和自動車道有田ICから車で約10分
最寄コンビニ 徒歩で約25分、車で約5分
便益設備 トイレ／ロッカー

実績・PR 2015年紀の国わかやま国体の軟式野球競技会場とし
て使用。

申込受付 使用日の2ヶ月前の月の1日から
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49

50

MAP/P.20

B-2

有田川町

MAP/P.20

B-3

有田川町

両翼93m、センター121m
バックネット裏屋根付き、ブルペン2人立2箇所（グラウンド内）、
ブルペン3人立1箇所（グラウンド外、屋根付き）、
バッティングゲージ2基、ネット一式

テニスコート10面
（砂入り人工芝、内照明付き3面）

51 52

■武道館／総面積712㎡、剣道1面、柔道2面
　　　　　（柔道用の畳は約200枚）
■弓道場／射程距離28m、4人射

MAP/P.20

C-2

御坊市
MAP/P.20

D-2

御坊市

御坊市立体育館

総面積3,339㎡（アリーナ1,089㎡） 
フットサル1面、バレーボール2面、バスケッ
トボール1面、卓球12台、バドミントン8面、
観客席（2階）1,030席（固定）

なぎの里球場

金屋テニス公園

対応種目

対応種目

DATA

DATA

対応種目 対応種目

DATADATA

御坊市立武道館・弓道場
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水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング
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TEL 0738-23-5525
所在地 御坊市薗310

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス
湯浅御坊道路御坊ICから車で約10分
JR御坊駅から車で約10分
紀州鉄道紀伊御坊駅から徒歩で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ／シャワー
実績・PR わんぱく相撲等の練習会場や試合会場として使用されています。
申込受付 3ヶ月前から

TEL 0738-63-3804（日高町役場産業建設課）
所在地 日高郡日高町高家630

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 湯浅御坊道路川辺ICから車で約20分
JR紀伊内原駅から徒歩で約5分

最寄コンビニ 車で約1分、徒歩で約5分
便益設備 トイレ／空調

実績・PR 各種スポーツ活動や大会・イベント会場としても使用されてい
ます。

申込受付 随時

TEL 0738-23-5669
所在地 御坊市塩屋町南塩屋1123

利用時間 8:00～17:00

交通アクセス 湯浅御坊道路御坊ICから車で約15分
JR御坊駅から車で約15分

最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ／空調（野球場の会議室、医務室のみ）

実績・PR 大学・高校の合宿等でも使用されています。
メインスタンドは1,440人収容可能です。

申込受付 3ヶ月前から

TEL 073-431-1080（（公社）和歌山県体育協会）
所在地 日高郡日高町荊木383-1

利用時間 1月～4月及び11月～12月／9:00～17:00
5月～10月／9:00～18:00

交通アクセス 湯浅御坊道路川辺ICから車で約10分
JR紀伊内原駅から徒歩で約10分

最寄コンビニ 車で約3分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー（施錠不可）／空調（会議室）

実績・PR
高校生や大学生のホッケーの練習や合宿、フットサルに使用。夜間利用も可
能。「紀の国わかやま国体」ホッケー競技少年種別会場として使用。平成18年
4月に供用開始。平成26年3月に人工芝の全面張り替えを実施。

申込受付 １年前から
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日高町

■多目的グラウンド／陸上トラック　
　400m×8コース、サッカー1面、野球1面
■野球場／両翼92m、センター120m、
　トスバッティング2基、
　バッティングゲージ2基、
　内野（黒土）、外野（天然芝）、
　内外野フェンス 衝撃緩衝材使用

サッカー1面（小学生、中学生対象）、フットサル3面（40m×20m）
ホッケー1面（91.4m×55m）、ミニホッケー3面（49.8m×30m）
ゲートボール6面（25m×20m）  

54 55

相撲場（屋根付き1、更衣室1室、
シャワー室1室、風呂1室）

MAP/P.20

D-2

御坊市
MAP/P.20

C-2

日高町日高町農村
環境改善センター

バレーボール2面
バスケットボール2面
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御坊総合運動公園

マツゲンスポーツグラウンド

対応種目

対応種目

DATA

DATA

対応種目 対応種目

DATADATA

御坊市立相撲場

紀
中
エ
リ
ア

1／野球場
2／多目的グラウンド
3／全景

凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道
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TEL 0738-56-0321
所在地 日高郡日高川町初湯川2205-1（レイクセンター）

利用時間 9:00～17:00
交通アクセス 阪和自動車道川辺ICから車で約45分
最寄コンビニ 車で約40分
便益設備 トイレ／ロッカー（男女別更衣室）／空調（更衣室）

実績・PR
県下最大の椿山ダムによって生まれた壮大なダム湖を利用した漕艇場。和歌
山県下初の日本漕艇協会公認コースとして整備されており、漕艇及びカヌー
の国体県予選を始め、各種漕艇競技大会や合宿練習が行われています。また
カヌーの貸出も行っており、ダム湖でのカヌーツーリングが楽しめます。

申込受付 2ヵ月前から

TEL 0738-57-0241
所在地 日高郡日高川町初湯川202

利用時間 9:00～22:00

交通アクセス 阪和自動車道川辺ICから車で約40分
JR御坊駅から車で約45分

最寄コンビニ 車で約40分
便益設備 トイレ／シャワー（隣接愛徳荘で利用可※有料）
実績・PR 高校テニスの合宿等に使用されています。
申込受付 半年前から

TEL 0739-74-3134
所在地 日高郡みなべ町山内117-1

利用時間 8:00～17:00
交通アクセス 阪和自動車道みなべICから車で約10分
最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR
海を望むロケーションに、天然芝と黒土を利用した美しい球場で
す。屋内練習場を備えて町内外の小学生から社会人まで練習や合
宿、試合等に幅広く利用されています。

申込受付 町内宿泊施設を使用する場合は、１年前から

TEL 0738-53-0903
所在地 日高郡日高川町和佐2095

利用時間 9:00～17:00（ナイター利用の場合22:00）
交通アクセス 湯浅御坊道路御坊ICから車で約7分、JR和佐駅から徒歩で約10分
最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（クラブハウス内）

実績・PR 小中学校・高校・大学の合宿利用有。郡・県・近畿等の大会会場利用
有。宿泊施設が併設された利便性のよい施設。

申込受付 半年前から

TEL 0738-23-9009
所在地 日高郡日高川町和佐1030-1

利用時間 9:00～18:00（野球場ナイター利用の場合は22:00）

交通アクセス 御坊湯浅道路御坊ICから車で約7分
JR和佐駅から徒歩で約15分

最寄コンビニ 車で約7分
便益設備 トイレ／空調（競技場本部室のみ）

実績・PR
■野球場／軟式・硬式野球合宿利用有（小・中・高・一般）
■陸上競技場／2015年度紀の国わかやま国体アーチェリー競技会場
　陸上、サッカー、アーチェリー等合宿利用有

申込受付 大会は6ヶ月前、合宿は1年前から
※詳細は施設へお問い合わせください。
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57 MAP/P.20

D-2

日高川町

■陸上競技場／400mトラック8レーン（第4種公認）
　　　　　　　人工芝（ロングパイル芝130mm）
■野球場／両翼90m、センター120m
　　　　　ナイター設備
■駐車場／約200台

60

58

61

59

日本漕艇協会公認コース Ｃ級
（1000ｍ 4レーン） レイクセン
ター、監視塔 保有艇／シングル
スカル・ダブルスカル・シェル
フォア各4艇、ナックルフォア6
艇、カヌー22艇、審判艇2艇

■テニスコート／全天候型・砂入り人工芝コー
　　　　　　　 ト2面
■ゲートボール／2面

MAP/P.20

C-4

日高川町

MAP/P.20

C-4

日高川町

MAP/P.20

E-3

みなべ町

MAP/P.20

D-2

日高川町

千里ケ丘球場

かわべテニスコート

両翼92m、センター122m、ブルペン2人立1箇
所、バッティングゲージ2基、
雨天練習場（ブルペン3人立1箇所）

■人工芝コート／
屋外10面（うち5面はナイター設備有）
屋内6面（ナイター設備有）
■駐車場／約120台

1

2 3

南山スポーツ公園

対応種目 DATA

対応種目

対応種目

対応種目

対応種目

DATA

DATA

DATA

DATA

美山漕艇場

みやまドーム
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中
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1／全景
2／陸上競技場
3／野球場

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング
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有田川温泉［本館］鮎茶屋
［別館］ホテルサンシャイン

民宿南村渡船 湯浅温泉 湯浅城

ふれあいの丘スポーツ
パーク（ふれあい館）

国民宿舎くろ潮

橘家

ビジネスホテル てまり

ふれあいの丘スポーツ
パーク（レ・アーリしみず）

民宿松林

山の家「やすけ」
「左太夫」・コテージ

滝原温泉ほたるの湯

しみず温泉 あさぎり

68

71 73

76

69

72

74

77

70

79

75

78

所在地 有田市星尾37
FAX 0737-88-7543
HP http://www.arida.co.jp

収容人数 本館100名、別館68名

客室種類
［本館］和室7室、大部屋6室
［別館］和洋室9室、
洋室17室（シングル13室、ツイン4室）

風呂設備、温泉
鮎茶屋本館に日帰り温泉施設（光の湯）有り（11：00～23：
00、最終受付22：30※朝風呂無し）別館については全室
バストイレ付き（別館に宿泊の場合も温泉施設利用可）

洗濯設備 駐車場にコインランドリー有り
最寄コンビニ 鮎茶屋本館にミニコンビニ有り（7：00～23：00）
昼食準備 弁当手配可
送迎 有（野球場・テニスコート等）

アクセス 有田ICから車で約5分、JR箕島駅から車で約7分
ミーティングルーム 有（大・中・小）

合宿特典 隣接する温泉施設（光の湯）入浴無料
PRポイント 無

所在地 有田市初島町浜1769-1
FAX 0737-83-3848
HP http://www.minnaga.com/minamimura

収容人数 50名

客室種類 和室13室（6畳9室、7.5畳2室、8畳1室、
10畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男6・女4）

洗濯設備 洗濯機3台・乾燥機2台
最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス 海南ICから車で約20分
JR初島駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 20～30名収容の和室（2ヶ所）
合宿特典 1泊3食6,500円（税込）～

PRポイント 家庭的なおもてなし

所在地 有田郡湯浅町青木75
FAX 0737-63-6689
HP http://yuasajyo.jp

収容人数 136名

客室種類 和室28室（8畳16室・10畳8室・17畳2室・
21畳1室・28畳1室）・洋室2室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別 大浴場（20名）合宿別大浴場有り
洗濯設備 コイン式洗濯機6台（200円）、乾燥機6台（100円）

最寄コンビニ 車で約10分

昼食準備 土日祝：レストラン有り（予約優先）
平日：要予約

送迎 有（7名以上）
アクセス 有田ICから車で約7分

ミーティングルーム 大部屋未使用のみ可能
合宿特典 1泊3食～1泊4食も可能

PRポイント
お城の形をした宿です。徒歩にて、なぎの
里野球場・グランド・テニスコート（外4面・
室内2面）に行けます

所在地 有田郡有田川町清水607
FAX 0737-25-0891

HP http://www.shimizu-onsen.ne.jp/
facilities/sportspark.html

収容人数 60名

客室種類 和室3室（44畳2室、17畳1室）

風呂設備、温泉 別棟にシャワー室、
しみず温泉利用可（無料）

洗濯設備 洗濯機1台
最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 手配可（弁当・定食）※レストラン併設
送迎 有

アクセス 有田IC、JR藤並駅から車で約1時間
ミーティングルーム 有（和室併用）

合宿特典 無

PRポイント 敷地内にテニスコート、バーベキュー場、
食堂完備

所在地 有田市宮崎町1562-2
FAX 0737-83-3200
HP https://arida-kuroshio.com

収容人数 54名

客室種類 和室11室（6畳1室、8畳2室、10畳6室、
12畳1室、17.5畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男10・女15）

洗濯設備 洗濯機2台・乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 海南ICから車で約30分
JR箕島駅から車で約10分

ミーティングルーム 60名収容の広間
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 全客室ウォシュレット完備

所在地 有田市宮原町新町17
FAX 0737-88-7775
HP http://www.tatibanaya.jp

収容人数 約50名

客室種類 和室11室（12畳6室、6畳4室、9畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約2分
最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 有田ICから車で約10分
JR紀伊宮原駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 有

合宿特典 団体割引有り

PRポイント 無

所在地 有田郡湯浅町別所138
FAX 0737-62-2366
HP 無

収容人数 15名

客室種類 和室3室（8畳1室、16畳1室、6畳1室）
洋室4室（シングル）

風呂設備、温泉 男女別浴場

洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台
最寄コンビニ 徒歩で約6分、車で約1分
昼食準備 レストラン有り
送迎 無

アクセス 湯浅ICから車で約8分
JR湯浅駅から車で約2分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 窓からの景色が最高です

所在地 有田郡有田川町清水607
FAX 0737-25-0891

HP http://www.shimizu-onsen.ne.jp/
facilities/sportspark.html 

収容人数 20名

客室種類 洋室5室

風呂設備、温泉 各部屋にユニットバス付き

洗濯設備 無
最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 手配可（弁当・定食）※ふれあい館利用
送迎 有

アクセス 有田IC、JR藤並駅から車で約1時間
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント 地内にテニスコート、バーベキュー場、
食堂完備

所在地 有田市初島町浜1769-1
FAX 0737-82-1500
HP http://www.matubayasi.jp

収容人数 100名

客室種類
和室20室（4.5畳1室、6畳2室、7.5畳1
室、8畳6室、9畳1室、10畳3室、12畳1
室、13畳1室、14畳1室、27畳2室、48
畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 洗濯機10台・乾燥機5台

最寄コンビニ 車で約2分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 海南ICから車で約20分
JR初島駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 和室広間利用可
合宿特典 合宿料金有り

PRポイント 無

所在地 有田郡有田川町清水1065
FAX 0737-25-1577

HP
やすけ  http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/yasuke.html
左太夫  http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/satayu.html
コテージhttp://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/cottage.html

収容人数 やすけ20名、左太夫15名、コテージ：全6棟合計39名

客室種類 やすけ：和室5室（6畳4室、4.5畳1室）、左太夫：和室3室（8畳1室、6畳
2室）、コテージ：9人用1棟（和室）、8人用2棟、6人用1棟、4人用2棟

風呂設備、温泉 やすけ､左太夫共有：5名程度の浴槽有り、しみず温
泉（入浴半額券付）、コテージ：全棟ユニットバス付

洗濯設備 洗濯機2台
最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 有田IC、JR藤並駅から車で約60分
ミーティングルーム 無

合宿特典 有

PRポイント 自炊施設、バーベキュー場完備しみず温泉近くの静かな施設

所在地 有田郡広川町下津木1539
FAX 0737-67-2661

HP https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/
kankou/hotarunoyu.html

収容人数 36名
客室種類 和室9室（8畳＋板の間）

風呂設備、温泉 男女別大浴場
洗濯設備 無

最寄コンビニ 車で約15分
昼食準備 レストラン有り
送迎 有

アクセス 広川ICから車で約15分
JR湯浅駅から車で約20分

ミーティングルーム 有（客室併用・和室大広間）
合宿特典 無

PRポイント 自然と山々と中庭、天空を望む露天風呂、落ち着いた雰囲気のゆったりとした宿

所在地 有田郡有田川町清水1225-1
FAX 0737-25-1151

HP http://www.shimizu-onsen.ne.jp/
facilities/asagiri.html

収容人数 30名

客室種類 和室6室（10畳4室、8畳2室）
洋室2室

風呂設備、温泉 各部屋にユニットバス付
しみず温泉（併設）

洗濯設備 無
最寄コンビニ 車で約2分、徒歩で約10分
昼食準備 手配可（弁当・定食）※レストラン併設
送迎 有

アクセス 有田IC、JR藤並駅から車で約60分
ミーティングルーム 有（客室併用）

合宿特典 無

PRポイント 敷地内にしみず温泉健康館、レストラン完
備、近くに紙すき、木工等体験施設あり

☎0737-88-5151

☎0737-83-3730 ☎0737-63-6688

☎0737-25-1288

☎0737-83-3198（代）

☎0737-88-7005

☎0737-62-2366

☎0737-25-1288

☎0737-83-3000

☎0737-25-1059

☎0737-67-2641

☎0737-25-1181

有田市

有田市 湯浅町

有田川町

有田市

有田市

湯浅町

有田川町

有田市

有田川町

広川町

有田川町

MAP/P.20  A-2

MAP/P.20 A-2 MAP/P.20  B-2

MAP/P.20  A-4

MAP/P.20 A-1

MAP/P.20 A-2

MAP/P.20  B-2

MAP/P.20 A-4

MAP/P.20  A-2

MAP/P.20  A-4

MAP/P.20  C-2

MAP/P.20 A-4

宿泊施設
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料理旅館「清心館」 ビジネスホテル
セントラル フォレストイン御坊

旅館 旅路 料理旅館 浜の家 寿旅館

ビジネスホテル百寿
－yujyu－

ホテルグリーンヒル
御坊駅前

80 81 82

83 84 85

8786

所在地 有田郡有田川町清水364-1
FAX 0737-25-1057
HP http://www.seisinkan.jp

収容人数 60名

客室種類 和室9室（10畳3室、8畳1室、7.5畳1室、
6畳3室、4.5畳1室）

風呂設備、温泉 風呂設備はありますが、
団体の場合はしみず温泉へ

洗濯設備 洗濯機3台
最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 有田IC、JR藤並駅から車で約60分
ミーティングルーム 有（客室併用）

合宿特典 団体割引有り
（宿泊料金・お食事等、要相談）

PRポイント 清流有田川のほとり、川遊びも出来ます

所在地 御坊市湯川町財部722-5
FAX 0738-22-8607
HP http://bhotel-central.com

収容人数 46名（合宿受入可能人数は20名まで、ただ
し、1団体につき3泊程度でお願いします。）

客室種類
和室3室（6畳1室、8畳1室、12畳1室）
洋室22室（シングル12室、ツイン7室、ダ
ブル2室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 コインランドリー（1階）、洗濯機3台、乾燥機3台

最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当店の紹介可
送迎 無

アクセス 御坊ICから車で約10分、JR御坊駅から車で約
7分、紀州鉄道「紀伊御坊駅」から徒歩で約5分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 御坊市立体育館まで徒歩で約7分

所在地 御坊市岩内529
FAX 0738-32-3112
HP https://www.forest-inn-gobo.com

収容人数 133名

客室種類 和室7室（シングル）
洋室100室（シングル98室、ツイン2室）

風呂設備、温泉 男性専用大浴場、全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機9台、乾燥機4台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 手配可（有料）

アクセス 御坊ICから車で約10分
JR御坊駅から車で約10分

ミーティングルーム 会議室有り
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 御坊総合運動公園まで車で約10分
全室ウォッシュレット完備

所在地 御坊市薗418
FAX 0738-24-1505
HP http://www.konomise.com/gobo-hidaka/tabiji

収容人数 80名

客室種類
和室19室（6畳9室、10畳4室、14畳2室、
38畳1室、60畳1室、114畳1室）
洋室2室（シングル）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男6～7・女3）
洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機1台

最寄りのコンビニ等 徒歩で約3分
昼食準備 手配可（要予約）
送迎 有（要相談）

アクセス 御坊ICから車で約15分、JR御坊駅から車で
約8分、紀州鉄道「市役所前駅」下車すぐ

ミーティングルーム 洋室会議室1室
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 御坊市の中心部に位置し交通が便利。御
坊総合運動公園まで車で約15分

所在地 御坊市御坊107
FAX 0738-22-0435
HP 無

収容人数 25名

客室種類 和室4室（6畳2室、21畳2室）

風呂設備、温泉 大浴場

洗濯設備 無
最寄りのコンビニ等 車で約3分

昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 御坊ICから車で約15分
JR御坊駅から車で約10分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 無

所在地 御坊市塩屋町北塩屋751-3
FAX 0738-24-1003
HP 無

収容人数 68名

客室種類 和室15室（6畳10室、8畳3室、12畳1室、
30畳1室）、洋室3室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別浴場

洗濯設備 洗濯機4台
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可（要相談）
送迎 無

アクセス 御坊ICから車で約10分
ミーティングルーム 客室の和室30畳利用可

合宿特典 団体割引有り

PRポイント
高校・大学生の合宿等によく利用されて
います。食事は、隣接する食堂でお願い
します

所在地 御坊市塩屋町北塩屋1825-14
FAX 0738-24-9200
HP https://hotelyujyu.com

収容人数 42名

客室種類
洋室27室（全室禁煙※喫煙ルームあり）、シン
グルＡ4室、シングルＢ7室、ツイン7室、ダブル
8室、福町ルーム1室（車イス可但し条件有）

風呂設備、温泉 男女別大浴場、全室シャワールーム（女性大浴場入口セキュリティドア設置）
洗濯設備 男女大浴場に洗濯機各1台、乾燥機各1台（洗剤なし）

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 無（カフェ新規オープン予定）
送迎 無

アクセス 御坊ICから車で約5分、JR御坊駅から徒歩で約15分
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント
2020年7月新規ＯＰＥＮ。全室WiFi完備、駐車場無料（大型可）
ロードバイクスタンド館内設置。御坊総合運動公園まで車で11分、
南山スポーツ公園まで車で9分、御坊市立体育館まで車で5分

所在地 御坊市湯川町小松原366-27
FAX 0738-22-0580
HP http://g-gobostation.jp

収容人数 26名

客室種類 和室2室
洋室24室（シングル）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス JR御坊駅から徒歩で約1分
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント
JR御坊駅前から徒歩で約1分。駐車場
も完備の抜群の利便性とリーズナブル
な価格

☎0737-25-0009 ☎0738-23-1701 ☎0738-32-3111

☎0738-22-8282 ☎0738-22-0025 ☎0738-22-7211

☎0738-24-9311☎0738-22-0567

有田川町 御坊市 御坊市

御坊市 御坊市 御坊市

御坊市御坊市

MAP/P.20  A-4 MAP/P.20  C-2 MAP/P.20  D-2

MAP/P.20  D-2 MAP/P.20  D-2 MAP/P.20  D-2

MAP/P.20  C-2MAP/P.20  C-2

かわべテニス公園

かわべ天文公園 きのくに中津荘

88

89 90

所在地 日高郡日高川町和佐2095
FAX 0738-53-0235
HP http://www.hidakagawa.net/tennis

収容人数 65名

客室種類 和室11室（7.5畳10室、12.5畳1室）
洋室3室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 レストラン有り
送迎 無

アクセス 御坊ICから車で約10分
JR和佐駅から徒歩で約10分

ミーティングルーム 80名収容の研修所有り
合宿特典 かわべテニスコート割引有り

PRポイント
かわべテニス公園のテニスコート6面が全
天候型のドーム化し、令和2年12月からオー
プンしている。合宿におすすめ

所在地 日高郡日高川町和佐2107-1
FAX 0738-53-1130
HP http://hidakagawa-kanko.jp/tomaru/tenmonkouen.html

収容人数 54名
客室種類 和室10室（10.5畳）、洋室2室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別浴場

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 レストラン有り
送迎 無

アクセス 御坊ICから車で約10分
JR和佐駅から徒歩で約15分

ミーティングルーム 無
合宿特典 かわべテニスコート割引有り

PRポイント
かわべテニス公園のテニスコート6面が全
天候型のドーム化し、令和2年12月からオー
プンしている。合宿におすすめ

所在地 日高郡日高川町高津尾1049
FAX 0738-54-0090
HP http://www.hidakagawa.net/nakatsusou

収容人数 本館36名、別館50名

客室種類【本館】和室6室（8畳）、洋室3室（ベット数4）【別館】和室14室（4.5畳）、洋室4室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男8 ・女8）
温泉（ナトリウム炭酸水素塩泉）

洗濯設備 洗濯機2台
最寄コンビニ 車で約20分
昼食準備 食堂有り・弁当手配可
送迎 無

アクセス 川辺ICから車で約20分
JR御坊駅から車で約30分

ミーティングルーム 30名収容のミーティングルーム
合宿特典 団体割引有り

PRポイント かわべテニス公園まで車で約20分

☎0738-53-0234

☎0738-53-1120 ☎0738-54-0082

日高川町

日高川町 日高川町

MAP/P.20  D-2

MAP/P.20  D-2 MAP/P.20  C-3

美山温泉 愛徳荘91

所在地 日高郡日高川町初湯川202
FAX 0738-57-0242
HP http://www.hidakagawa.net/aitokushou

収容人数 76名

客室種類 和室17室（7.5畳）
洋室2室（ベット数4）

風呂設備、温泉 温泉男女別浴場各2

洗濯設備 無
最寄コンビニ 車で約40分
昼食準備 食堂有り・弁当手配可
送迎 無

アクセス 有田ICから車で約45分
JR御坊駅から車で約45分

ミーティングルーム 60畳会議室（有料）
合宿特典 無

PRポイント みやまドーム隣接

☎0738-57-0241 日高川町 MAP/P.20  C-4
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民宿 はまよし

白崎シーサイドハイツ
白崎荘

民宿村崎荘

和歌山県立
白崎青少年の家

波満の家岬旅館

寺井旅館
ハーバービュー 久家旅館

料理宿 橋本荘

旅館 黒島

味の宿民宿
シーサイドうぶゆ

平佐館

94

100

92

98

9695

101 103

93

99

97

102

所在地 日高郡日高町志賀3960-1
FAX 0738-64-2490
HP http://hamayoshimaru.com

収容人数 13名

客室種類 和室5室（6畳3室、4.5畳2室）

風呂設備、温泉 浴場
洗濯設備 無

最寄コンビニ 車で約12分
昼食準備 要予約
送迎 必要に応じて

アクセス 川辺ICから車で約15分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無（料金相談による）

PRポイント 海と山に囲まれているので砂浜でのトレー
ニング、山道でのトレーニングができます

所在地 日高郡由良町大引948-5
FAX 0738-65-2040
HP http://www.mpjt.com

収容人数 54名

客室種類 和室6畳2室、マンションタイプ9室

風呂設備、温泉 岩風呂2（男8・女6）
マンションタイプは全室バス付き

洗濯設備 洗濯機1台（物干し場有り）
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 広川ICから車で約20分
JR紀伊由良駅から車で約10分

ミーティングルーム 40名収容広間有り
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 町立武道館まで車で約5分

所在地 日高郡日高町産湯110
FAX 0738-64-2456
HP http://www.murasakiso.com

収容人数 30名

客室種類 和室8室（8畳2室、6畳4室、4.5畳1室、3
畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男5・女3）
洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス 川辺ICから車で約20分
ミーティングルーム 有

合宿特典 特典有
（ご飯、みそ汁、お漬物のおかわり自由）

PRポイント
目の前に海岸があり、練習がいつでも可
能。お風呂から眺める夕日が夕日100選に
認定されています

所在地 日高郡由良町大引961-1
FAX 0738-65-2352
HP http://shirasaki.pya.jp

収容人数 宿泊棟200名、キャンプ村100名

客室種類 和室1室（16人部屋）
和洋室23室（8人部屋）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男20・女20）、
ユニットバス（身障者用）1箇所

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約15分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 広川ICから車で約30分
JR紀伊由良駅から車で約15分

ミーティングルーム 洋室100名1室、50名1室、和室50名1室
合宿特典 無

PRポイント 青少年の自然体験学習の場等として利用
（5名以上の団体または家族単位）

所在地 日高郡日高町方杭41
FAX 0738-64-2080
HP http://www2.w-shokai.or.jp/hidaka/hamanoya.htm

収容人数 40名

客室種類 和室11室（7畳半）

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 洗濯機１台

最寄コンビニ 車で約14分
昼食準備 手配可
送迎 有（御坊駅、由良駅、内原駅周辺）

アクセス 川辺ICから車で約20分

ミーティングルーム 無

合宿特典 ご飯、みそ汁のおかわり自由

PRポイント 玄関から50ｍにある目の前の砂浜へ、水
着のまま行けます

所在地 日高郡日高町比井673
FAX 0738-64-2710
HP http://www.mjnet.ne.jp/misaki

収容人数 60名
客室種類 和室12室

風呂設備、温泉 男女別浴場 ラジウム温泉

洗濯設備 洗濯機１台（乾燥機付）
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 手配可
送迎 有（日高郡内）

アクセス 川辺ICから車で約15分

ミーティングルーム 有

合宿特典 ご飯のおかわり自由

PRポイント 新鮮な魚が一番のアピールポイントです

所在地 日高郡由良町戸津井202
FAX 0738-66-0146
HP 無

収容人数 25名
客室種類 和室7室（6畳4室、8畳1室、10畳2室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（10名用1・5名用1）
洗濯設備 洗濯機4台、乾燥機1台（物干し場有り）

最寄コンビニ 車で約10分

昼食準備 弁当手配可
（紀三井寺運動公園まで配達可）

送迎 要相談（人数・時間・場所等）
アクセス 広川ICから車で約15分

ミーティングルーム 25名収容のミーティングルームが近所に
有り

合宿特典 団体割引有り

PRポイント 毎日新鮮活魚料理、金額等要相談

所在地 日高郡由良町小引490-2
FAX 0738-66-0455
HP http://www.hisaya.biz

収容人数 55名

客室種類 和室10室（6畳4室、10畳4室、20畳1室、
30畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場

洗濯設備 洗濯機1台（物干し場有り）
最寄コンビニ 車で約15分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 広川ICから車で約20分
JR紀伊由良駅から車で約15分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 無

所在地 日高郡日高町産湯736-1
FAX 0738-64-2492
HP http://www.mjnet.ne.jp/hashimotosou

収容人数 20名

客室種類 和室8室（10畳3室、8畳6室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男4・女3）
ラドン風呂、岩風呂

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 無
送迎 有（要相談）

アクセス 川辺ICから車で約20分
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント 夕日百選に選ばれた、美しい砂浜の産湯海水浴場がすぐ目の前にあります

所在地 日高郡由良町衣奈973-2
FAX 0738-66-0253
HP http://www.kuroshimaryokan.com

収容人数 80名

客室種類 和室17室（6畳2室、8畳6室、9畳4室、10
畳2室、12畳2室、18畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場

洗濯設備 洗濯機4台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 広川ICから車で約20分
JR紀伊由良駅から車で約10分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 当館から徒歩で約10分のところに体育館
有り

所在地 日高郡日高町産湯122
FAX 0738-64-2498
HP http://www.mjnet.ne.jp/ubuyu

収容人数 44名

客室種類 和室13室（10畳1室、8畳1室、6畳1室）

風呂設備、温泉 家族風呂2

洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス 川辺ICから車で約15分

ミーティングルーム 有
合宿特典 ご飯、みそ汁のおかわり自由

PRポイント お部屋から水着のままで徒歩1分

所在地 日高郡由良町吹井715
FAX 0738-65-1087
HP http://www5.ocn.ne.jp/~hirasa

収容人数 40名

客室種類 和室15室（8畳5室、6畳10室）
大広間40畳（20畳×2室）

風呂設備、温泉 大浴場、小浴場
洗濯設備 洗濯機3台、コインランドリーまで車で約5分

最寄コンビニ 車で約5分、スーパーまで4km徒歩で約35
分（自転車貸出有り）

昼食準備 軽食手配可
送迎 要相談

アクセス 広川ICから車で約20分、JR紀伊由良駅か
ら車で約5分（バスも運行）

ミーティングルーム 20名収容のロビー利用可、大広間
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 新鮮な地魚中心の食事ですが、ご要望が
あれば出来る限り対応します

☎0738-64-2390

☎0738-65-1007

☎0738-64-2145

☎0738-65-2351

☎0738-64-2024☎0738-64-2975

☎0738-66-0136 ☎0738-66-0536

☎0738-64-2157

☎0738-66-0256

☎0738-64-2498

☎0738-65-1023

日高町

由良町

日高町

由良町

日高町日高町

由良町 由良町

日高町

由良町

日高町

由良町
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民宿いわさき 美奈都旅館 民宿 印南崎

さつき旅館 辻井旅館 料理宿 朝日楼

国民宿舎紀州路みなべ Hotel&Resorts 
WAKAYAMA-MINABE 鶴の湯温泉

104 105 106

107 108 109

110 111 112

所在地 日高郡由良町大引332
FAX 0738-65-1039
HP 無

収容人数 25名

客室種類 和室7室（6畳4室、12畳1室、4.5畳1室、
10.5畳1室）

風呂設備、温泉 浴場小2
洗濯設備 洗濯機1台（物干し場有り）

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 広川ICから車で約25分
ミーティングルーム 無

合宿特典 料金について相談可

PRポイント
町民グラウンドまで車で約3分、武道館
まで車で約5分、白崎海洋公園まで車で
約5分

所在地 日高郡由良町衣奈862-2
FAX 0738-65-0107
HP http://www.minatoryokan.gr.jp

収容人数 50名

客室種類 和室14室（30畳1室、12畳1室、10畳5
室、8畳1室、6畳5室、4.5畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場

洗濯設備 洗濯機2台（物干し場有り）
最寄コンビニ 車で約8分
昼食準備 弁当手配可
送迎 要相談

アクセス 広川ICから車で約20分
JR紀伊由良駅から車で約8分

ミーティングルーム 広間利用可

合宿特典 団体割引有り

PRポイント 無

所在地 日高郡印南町印南340-1
FAX 0738-42-1271
HP 無

収容人数 20名

客室種類 和室6室（6畳5室、15畳1室）

風呂設備、温泉 家族風呂
洗濯設備 洗濯機有り

最寄コンビニ ファミリーマートまで車で約3分ローソンまで車で約5分
昼食準備 手配可
送迎 有（お問い合わせください）

アクセスＪＲ紀勢本線印南駅から徒歩で約21分、車で約3分
ミーティングルーム 食堂使用可能

合宿特典 １泊2食付6,000円～

PRポイント 海の近くです。気軽にお泊り下さい

所在地 日高郡印南町印南2274-53
FAX 0738-42-1126
HP http://satsuki-ryokan.com

収容人数 30名
客室種類 和室10室

風呂設備、温泉 4名用×1、3名用×1（ご利用は0：00まで）
洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ Ａコープいなみまで徒歩で約10分、ファミリーマート切目口まで車で約3分
昼食準備 手配可
送迎 荷物のみ有り

アクセスＪＲ紀勢本線印南駅より徒歩で約6分
ミーティングルーム 相談に応じます

合宿特典 1泊2食付6,600円～（税込）

PRポイント
団体様歓迎、最大35名様まで、近隣にゴ
ルフ場3箇所、町営スポーツ施設、文化施
設あります。湯浅御坊道路印南ICから車
で約5分

所在地 日高郡印南町島田2171-2
FAX 0738-43-0093
HP http://www.tsujii-ryokan.com

収容人数 70名
客室種類 和室8室（12畳1室バス応接、6畳3室、8畳2室、14畳2室）

風呂設備、温泉 男女浴室、家族風呂
洗濯設備 洗濯機6台

最寄コンビニ 旅館のとなり（ローソン切目崎）
昼食準備 手配可
送迎 有（28人乗りマイクロバス2台保有）

アクセス JR紀勢本線切目駅から徒歩で約25分（送迎可）
ミーティングルーム 会議室（大1室、小1室）

合宿特典
合宿料金（1泊2食浴衣、アメニティ無：中高大学
生7,700円、一般8,800円 ※税込、団体様用和
室利用、人数により金額など相談に応じます。）

PRポイント
合宿などの時には夕日を見ながらバーベキューなど楽
しんでいただけます。御坊市総合運動公園や町営の
体育館などご希望があれば送迎させていただきます

所在地 日高郡みなべ町埴田1589-2
FAX 0739-72-5003

HP 宿  泊 http://www.asahiro.com
仕出し http://shidashi-asahirou.com

収容人数 128名

客室種類
客室25室（トイレ、ユニットバス付）、和洋室8室（最大5名：2ベッド+3布団、最大4名：
2ベッド+2布団）、ツイン10室（最大2名）、シングル5室（最大2名）、4ベッド2室（最
大6名）、和室4室（トイレ、風呂共用）、30畳2室（最大15名）、20畳2室（最大10名）

風呂設備、温泉 全客室温泉付きユニットバス、展望風呂（男・女）
洗濯設備 洗濯機6台（無料）

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有（無料）

アクセス みなべICから車で約6分、JR南部駅から車で約5分
ミーティングルーム 最大80名収容のミーティングルーム

合宿特典 団体割引有り

PRポイント 田辺スポーツパークや近隣スポーツ施設まで無料送迎（車
で約12分）。2016年6月客室リニューアル（全25室中20室）

所在地 日高郡みなべ町埴田1540
FAX 0739-72-5616
HP http://www.kishuji-minabe.jp

収容人数 228名

客室種類 和室60室（16畳1室、14畳1室、10畳23
室、8畳17室、6畳14室、7.5畳4室）

風呂設備、温泉 温泉男女別大浴場（男30・女30）
露天風呂（男・女）

洗濯設備 コインランドリー乾燥機付き3台

最寄コンビニ 徒歩で約15分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス みなべICから車で約10分JR南部駅から車で約5分
ミーティングルーム 100名収容のミーティングルーム

合宿特典 団体割引有り（総合学習プラン有）
PRポイント 千里ケ丘球場まで車で約10分

所在地 日高郡みなべ町山内大目津泊り348
FAX 0739-72-5757
HP http://www.daiwaresort.jp/minabe

収容人数 850名

客室種類
和室44室、特別和室2室、洋室218室
和洋室56室、スイート5室
ハンディキャップルーム1室

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男40・女40）、全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機4台、乾燥機4台

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当等持ち込み不可、館内にレストラン有り

送迎 最寄り駅のみ対応※事前予約（要）詳細は
南部タクシーにお願い致します

アクセス みなべICから車で約10分JR南部駅から車で約10分
ミーティングルーム 有（100名、50名、44名、36名、15名）

合宿特典 無
PRポイント 千里ケ丘球場まで車で約10分

所在地 日高郡みなべ町熊瀬川47
FAX 0739-75-2182
HP http://www.tsurunoyuonsen.jp

収容人数 46名

客室種類 和室10畳10室
洋室3ベッド2室

風呂設備、温泉 温泉内風呂男女別
温泉露天風呂男女別

洗濯設備 無
最寄コンビニ 車で約15分
昼食準備 手配可
送迎 有

アクセス みなべICから車で約15分JR南部駅から車で約20分
ミーティングルーム 40畳座敷研修室あり

合宿特典 特別プランあり

PRポイント 千里ケ丘球場まで車で約20分

☎0738-65-1039 ☎0738-66-0052 ☎0738-42-0880

☎0738-42-0001 ☎0738-43-0201 ☎0739-72-5000

☎0739-72-3939 ☎0739-72-5500 ☎0739-75-2180

由良町 由良町 印南町

印南町 印南町 みなべ町

みなべ町 みなべ町 みなべ町

MAP/P.20  C-1 MAP/P.20  B-2 MAP/P.20  E-2

MAP/P.20  E-2 MAP/P.20  E-3 MAP/P.20  E-3

MAP/P.20  E-3 MAP/P.20  E-3 MAP/P.20  D-3
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アドベンチャーワールドアドベンチャーワールド

白良浜

スポーツ・観光・宿泊施設  M A P

紀南エリア
田辺市／上富田町／白浜町／すさみ町
新宮市／那智勝浦町／太地町／
古座川町／串本町／北山村

紀北

紀中

紀南

紀伊半島の南部にあたる紀南エリアは年間通して温暖な地域で、海水
浴やダイビングなど、マリンアクティビティに人気のスポットが点在

します。世界遺産の熊野古道や熊野三山には国内外から多くの観光客が
訪れ、白浜温泉や勝浦温泉、龍神温泉、熊野本宮温泉郷など人気の温泉地
があります。また、マグロや熊野牛などのご当地グルメも楽しめます。

年間平均気温 1 7. 9℃
観測地点／潮岬（串本町）
（2020年気象庁観測データ）

Access

車で

電車で

大阪方面から

大阪方面から

松原JCT 泉佐野JCT

←至吹田
←至関西国際空港・大阪市内・神戸

↑至天理 30分 10分1時間 串本すさみ南IC南紀白浜IC

阪神高速湾岸線
阪和自動車道 R42紀勢自動車道

天王寺駅

←至大阪駅

10分 串本駅紀伊田辺駅

JR紀勢本線 特急

白浜駅 新宮駅紀伊勝浦駅 15分30分50分2時間

40分20分 20分 新宮南紀田辺IC

紀
南
エ
リ
ア

白浜町拡大マップ

●宿泊施設

●スポーツ施設

　道の駅
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ほんまもん体験

日本三名滝の一つ。高さ133m、幅13m、滝壷の深さ
10mの落差日本一の名瀑で、熊野那智大社の別宮・
飛瀧神社のご神体として崇められています。熊野
の山塊、その奥方より流れ落ちる姿は圧巻で、大晦
日にはライトアップも行われます。

A那智勝浦町那智山1 
[0735-55-0321（熊野那智大社） 
cJR紀勢本線紀伊勝浦駅からバス「那智の滝前」下車、
　徒歩約5分

本マグロの完全養殖に、世界で初めて成功した
紀伊大島がある串本町。いけすで泳ぐ数百匹の
本マグロは20～40kg級。巨大マグロのエサやり
体験ができます。本マグロの試食もあり。 

A串本町大島 [0735-62-3171（南紀串本観光協会） 
[8:30～17:00 C盆・年末年始 Z体験料金：一般5,000

円・小学生まで3,000円（税込）※前日の午前中までに要予約 cJR紀勢本線串本駅下車、
串本町コミュニティバス大島・出雲線「樫野灯台口」行きで「田代港」下車、徒歩約３分

暖かな黒潮の影響などから、海中には
約120種ものサンゴが生息。世界最北
端のテーブルサンゴ群生地が、串本海
中公園周辺の海域に広がります。2005
年にはラムサール条約湿地に登録。ダ
イビングポイントとしても人気です。

A串本町有田1157 [0735-62-1122 
B9:00～16:30 C無休 

Z水族館・展望塔入場料：大人1,800円・小中学生800円・幼児（3才以上）200円（税込） 
cJR紀勢本線串本駅から無料送迎バス

紀 南 エ リ ア 観 光  G U I D E

2004年、「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産登録された熊野三山。熊
野本宮大社（田辺市本宮町）、熊野速玉大社（新宮市）、熊野那智大社（那智勝浦
町）、那智山青岸渡寺（同）、補陀洛山寺（同）の5寺社が熊野三山にあたります。

古代から中世にかけて熊野詣での人々が歩いた熊野古道。今やウォーキング
はもちろんパワースポットとしても人気です。また、熊野信仰のシンボルと
されるヤタガラスはサッカー日本代表のエンブレムに使用されています。

青い空と青い海。南国ムードを体感しよう!

真っ白な砂浜が広がる延長640mの
ビーチ。夏には多くの海水浴客でにぎ
わい、トロピカルムード満点。2000年
からは、ハワイのワイキキビーチと友
好姉妹ビーチを提携。2006年には「快
水浴場百選」にも選ばれました。

A白浜町 
[0739-43-3201（南紀白浜観光協会）  
cJR紀勢本線白浜駅から 
　バス「白良浜」下車すぐ

全世代の方が楽しめる動物ふれあいテーマ
パーク。パンダファミリーに会える「ブリー
ディングセンター」「PANDA LOVE」、陸の動物
が暮らす「サファリワールド」、海の動物が暮ら
す「マリンワールド」、遊園地の乗り物が楽しめ
る「プレイゾーン」などがあります。

A白浜町堅田2399 [0570-06-4481 B3～11月9:30
～17:00、12～2月10:00～17:00 ※GWと夏休みの一部は夜間営業あり C不定休（要問合せ） 
Z大人（18才以上）: 4,800円・セニア（65才以上）: 4,300円・中人（12～17才）: 3,800円・小人（4
～11才）: 2,800円（税込） cJR紀勢本線白浜駅からバス「アドベンチャーワールド」下車すぐ

アドベンチャーワールド

熊野三山

白良浜

くじらの博物館

本マグロ養殖体験

串本海中公園

那智の滝

【白浜町】
m a p E-1　

【田辺市本宮町・新宮市・那智勝浦町】 m a p b-4/C-5　

【白浜町】
m a p E-1　

【太地町】
m a p D-5　

【串本町】
m a p E-4　

【串本町】
m a p E-4　

【那智勝浦町】
m a p  C-5　

r eco m m en d

［那智勝浦町］

［田辺市・新宮市他］

［田辺市・新宮市・那智勝浦町］

r eco m m en d

r eco m m en d

日本有数の生マグロの水揚げ基地・勝浦漁港。はるか
大海原での旅で引き締まった味わいは絶品。シーズ
ンを問わず水揚げされ、町内では新鮮な素材を生か
した料理店が多くあります。

マグロ

熊野牛

めはり寿司
「大きく口を開けると
目も見開く」とのこと
から、新宮市周辺では
古くから、山仕事の弁
当として作られていた
郷土食の高菜寿司を
「めはり寿司」と呼びま
した。素朴な味わいで
親しまれています。

高級和牛・熊野牛の
ルーツは、平安時代中
期ごろに、京都から熊
野詣に連れてこられた
荷牛とされています。
肉質はきめ細やかで柔
らかく、味はもちろん、
肉そのものの風味や
焼いた時の香りに優れ
ています。

日本遺産「鯨とともに生きる」の構成文
化財が数多く残る太地町にある博物
館。鯨類の骨格標本や生態資料の他、
捕鯨にまつわる道具などを展示。クジ
ラやイルカのショーを見学したり、ク
ジラとのふれあい体験もできます。 

A太地町太地2934-2 [0735-59-2400 
[8:30～17:00 C無休 

Z一般1500円・小中学生800円（税込）※70歳以上は100円引き 
cJR紀勢本線太地駅下車、太地町営じゅんかんバス「くじら館前」下車すぐ

紀南の
美味しい
ものを
ご紹介 !

紀
南
エ
リ
ア

熊野本宮大社（田辺市本宮町） 熊野速玉大社（新宮市） 熊野那智大社（那智勝浦町）

[073-422-4631（和歌山県観光連盟）
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TEL 0739-25-2531
所在地 田辺市上の山一丁目23-1-1

利用時間 8:00～21:30

交通アクセス
阪和自動車道南紀田辺ICから車で約1分
JR紀伊田辺駅から車で約10分
南紀白浜空港から車で約25分

最寄コンビニ 車で約3分、徒歩で約10分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR
2015年紀の国わかやま国体のサッカー（陸上競技
場）、軟式野球（野球場）、ボクシング（体育館）競技
会場として使用。宿泊施設も隣接しており合宿に
最適。食事は好評のバイキングです。

申込受付 使用日の12ヶ月前から

62 MAP/P.30

C-1

田辺市

■体育館／アリーナ面積1,812㎡、バスケットボール2面
　　　　　バトミントン8面
■陸上競技場／400m×8レーン
　　　　　　　インフィールド：人工芝（106ｍ×72m）
■野球場／両翼100m、センター122m
　　　　　ピッチングマシン2台、バッティングゲージ2基
　　　　　ほか防球ネット多数、ナイター設備有り
　　　　　投球練習場5人立（屋根付き）
■テニスコート／砂入人工芝6面（内5面ナイター設備有り）
■室内練習場／フットサル2面（人工芝、照明設備）
■多目的グラウンド／約100m×約97m、真砂土
■サブグラウンド／約65m×約60m、真砂土
■宿泊施設／定員152名（2人部屋4室、4人部屋8室、8人部屋14室）

1

2 3

5

4

6

7
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田辺スポーツパーク

スポーツ施設

対応種目

DATA

1／野球場　2／陸上競技場　3／テニスコート
4／宿泊棟　5／体育館　6／トレーニングルーム
7／全景

紀
南
エ
リ
ア

凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道
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TEL 0739-33-7802
所在地 田辺市芳養町108-4

利用時間 8:00～21:30

交通アクセス 阪和自動車道南紀田辺ICから車で約10分
JR紀伊田辺駅から車で約15分、南紀白浜空港から車で約30分

最寄コンビニ 車で約10分
便益設備 トイレ

実績・PR 2015年紀の国わかやま大会ではバレーボール（知的障害）の競技
会場として使用。

申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-25-2531
所在地 田辺市神島台9-29

利用時間 8:00～18:00

交通アクセス
阪和自動車道南紀田辺ICから車で約10分
JR紀伊田辺駅から車で約15分
南紀白浜空港から車で約20分

最寄コンビニ 徒歩で約2分
便益設備 トイレ
実績・PR 少年野球やサッカーなど多目的に利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-33-7365
所在地 田辺市扇ヶ浜2-10

利用時間 8:00～21:30

交通アクセス 阪和自動車道南紀田辺ICから車で約10分
JR紀伊田辺駅から車で約5分、南紀白浜空港から車で約25分

最寄コンビニ 徒歩で約１分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR 令和2年に新たに整備。柔道・剣道4面のメインアリーナと1面のサブアリー
ナを併設しており、柔道、合気道、剣道などの大会・合宿で利用されています。

申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-25-2531
所在地 田辺市目良42-1

利用時間 8:00～21:30

交通アクセス 阪和自動車道南紀田辺ICから車で約5分
JR紀伊田辺駅から車で約10分、南紀白浜空港から車で約25分

最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ／ロッカー／空調

実績・PR 2015年紀の国わかやま国体弓道競技会場として新たに整備。近
的・遠的を併設した西日本最大規模を誇る弓道場です。

申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-25-2531
所在地 田辺市上秋津2255-5

利用時間 8:00～22:00

交通アクセス
阪和自動車道南紀田辺ICから車で約15分
JR紀伊田辺駅から車で約15分
南紀白浜空港から車で約30分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ
実績・PR ナイター設備もあり、軟式野球などで利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-25-2531
所在地 田辺市目良42-2

利用時間 8:00～18:00

交通アクセス 阪和自動車道南紀田辺ICから車で約5分
JR紀伊田辺駅から車で約10分、南紀白浜空港から車で約25分

最寄コンビニ 徒歩で約1分
便益設備 トイレ

実績・PR 平成26年にオープンした市内でも数少ない天然芝グラウンド。田辺スポーツ
パーク陸上競技場等とあわせて少年サッカーの大会等が行われています。

申込受付 使用日の12ヶ月前から
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64

68

66

63

67

65

アリーナ面積1,036㎡、
テニス1面、バスケットボール2面
卓球8台、バドミントン6面

グラウンド面積15,237㎡

■メインアリーナ／競技場面積約841㎡
　畳面256畳、板面256畳
■サブアリーナ／競技場面積約144㎡ 畳面98畳

近的場：12人立
遠的場：９人立

両翼91m、センター110m
ナイター設備有

グラウンド面積9,500㎡（天然芝）
少年サッカー2面

MAP/P.30

C-1

田辺市

MAP/P.30

C-1

田辺市

MAP/P.30

C-1

田辺市

MAP/P.30

C-1

田辺市

MAP/P.30

C-1

田辺市

MAP/P.30

C-1

田辺市

紀
南
エ
リ
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対応種目

対応種目

対応種目

対応種目

対応種目

対応種目

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

田辺市体育センター

神島台運動場

田辺市立武道館

田辺市立弓道場

田辺市若もの広場

目良多目的グラウンド

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング
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TEL 0739-78-0301
所在地 田辺市龍神村安井822

利用時間 8:00～22:00

交通アクセス
阪和自動車道有田ICから車で約70分
阪和自動車道南紀田辺ICから車で約45分
JR紀伊田辺駅から車で約50分、南紀白浜空港から車で約65分

最寄コンビニ スーパーまで車で約5分
便益設備 トイレ
実績・PR バレーボールの合宿などで利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-78-0301
所在地 田辺市龍神村柳瀬1469-1

利用時間 8:00～22:00

交通アクセス
阪和自動車道有田ICから車で約70分
阪和自動車道南紀田辺ICから車で約45分
JR紀伊田辺駅から車で約50分、南紀白浜空港から車で約65分

最寄コンビニ スーパーまで車で約5分
便益設備 トイレ
実績・PR テニスやフットサルの合宿などで利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-78-0301
所在地 田辺市龍神村柳瀬1469-1

利用時間 8:00～22:00

交通アクセス
阪和自動車道有田ICから車で約70分
阪和自動車道南紀田辺ICから車で約45分
JR紀伊田辺駅から車で約50分、南紀白浜空港から車で約65分

最寄コンビニ スーパーまで車で約５分
便益設備 トイレ
実績・PR 硬式野球、軟式野球の大会などで利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-26-4907
所在地 田辺市中辺路町栗栖川469-68

利用時間 8:00～22:00
交通アクセス 阪和自動車道南紀田辺ICから車で約45分
最寄コンビニ スーパーまで車で約10分
便益設備 トイレ

実績・PR ナイター設備もあり、少年野球の合宿・大会等で利用されてい
ます。

申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-48-0212
所在地 田辺市鮎川1469-10

利用時間 8:00～22:00

交通アクセス
紀勢自動車道上富田ICから車で約25分
JR紀伊田辺駅から車で約30分
南紀白浜空港から車で約30分

最寄コンビニ スーパーまで車で約3分
便益設備 トイレ
実績・PR 軟式野球の大会などで利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-25-2531
所在地 田辺市文里二丁目38-1

利用時間 8:00～18:00

交通アクセス
阪和自動車道南紀田辺ICから車で約10分
JR紀伊田辺駅から車で約5分
南紀白浜空港から車で約25分

最寄コンビニ 徒歩で約2分
便益設備 トイレ
実績・PR 少年野球やサッカーなど多目的に利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

7271

アリーナ780㎡
ソフトテニス1面、バレーボール2面
バスケットボール2面、卓球3台

競技場面積1,554㎡（人工芝）

MAP/P.30

A-2

田辺市
MAP/P.30

A-2

田辺市

70

73 74

69

両翼 102m
センター120m

■野球場／両翼 90m、センター110m
ナイター設備有り

ライト76m、レフト78m、センター103m
ナイター設備有り

グラウンド面積 11,100㎡

MAP/P.30

A-2

田辺市

MAP/P.30

B-2

田辺市
MAP/P.30

C-2

田辺市

MAP/P.30

C-1

田辺市
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紀
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対応種目対応種目

DATADATA

龍神体育館龍神ドーム

対応種目

対応種目 対応種目

対応種目

DATA

DATA DATA

DATA

グリーングラウンド

中辺路多目的グラウンド 鮎川若もの広場

文里多目的グラウンド

凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道
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TEL 0739-52-2247
所在地 西牟婁郡白浜町日置2039-119

利用時間 9:00～17:00

交通アクセス 紀勢自動車道日置川ICから車で約5分
JR紀伊日置駅から車で約10分

最寄コンビニ 徒歩で約5分、車で約1分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー

実績・PR 大学・高校の大会・合宿等に使用されています。
2015年紀の国わかやま国体のソフトテニス会場として使用。

申込受付 使用日の1年前から

TEL 0739-43-0300
所在地 西牟婁郡白浜町1

利用時間 9:00～17:00

交通アクセス 紀勢自動車道南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分、
近隣にスーパー有

便益設備 トイレ
実績・PR 大学野球クラブの合宿等に使用されています。
申込受付 使用日の1年前から

TEL 0739-43-0300
所在地 西牟婁郡白浜町1

利用時間 9:00～17:00
交通アクセス 紀勢自動車道南紀白浜ICから車で約15分、JR白浜駅から車で約15分
最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分、近隣にスーパー有
便益設備 トイレ／空調

実績・PR 各種大会や会議をはじめ、室内スポーツ、講演会、NHKのど自慢など、
幅広く使用されています。

申込受付 使用日の1年前から

TEL 0739-43-0300
所在地 西牟婁郡白浜町29-3

利用時間 9:00～17:00
交通アクセス 紀勢自動車道南紀白浜ICから車で約15分、JR白浜駅から車で約15分
最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分、近隣にスーパー有
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR
全日本女子柔道合宿、各種目大学合宿等に使用されています。
卓球社会人近畿大会、近畿剣道大会等の開催実績があります。
2015年紀の国わかやま国体の卓球会場、空手道会場として使用。

申込受付 使用日の1年前から

TEL 0735-42-1164
所在地 田辺市本宮町本宮911-2

利用時間 8:00～22:00

交通アクセス
紀勢自動車道上富田ICから車で約60分
JR紀伊田辺駅から車で約70分
南紀白浜空港から車で約70分

最寄コンビニ スーパーまで車で約1分
便益設備 トイレ
実績・PR バレーボールなどで利用されています。
申込受付 使用日の12ヶ月前から

TEL 0739-55-3855
所在地 西牟婁郡すさみ町周参見4857-44

利用時間 8:00～17:00
交通アクセス 紀勢自動車道すさみICから車で約10分、JR周参見駅から車で約5分
最寄コンビニ スーパーまで車で約10分
便益設備 トイレ

実績・PR 高台に建つグラウンド・ゴルフ場、パークゴルフ場は西日本最大級。
ラクロスにも利用可能。

申込受付 使用日の12ヶ月前から
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7877

79

7675

人工クレイコート 20面両翼90m、センター120m
ブルペン1人立2箇所
バッティングゲージ1基

卓球16台
空手道4面

フットサル1面、バレーボール3面、
バスケットボール2面、卓球16台、
バドミントン6面、柔道2面、剣道6面

アリーナ面積410㎡
バレーボール1面
バスケットボール1面

MAP/P.30

D-2

白浜町
MAP/P.30

E-1

白浜町

MAP/P.30

E-1

白浜町

MAP/P.30

E-1

白浜町
MAP/P.30

B-4

田辺市

80

■グラウンド・ゴルフ場／最大3コース・27
ホール ■パークゴルフ場／最大2コース・18
ホール ■多目的広場／天然芝13,110㎡
■芝生広場／天然芝7,616㎡

MAP/P.30

D-2

すさみ町

紀
南
エ
リ
ア

対応種目対応種目

対応種目

対応種目対応種目

DATADATA

DATA

DATADATA

白浜町テニスコート白浜球場

白浜会館

白浜町立総合体育館本宮体育館

対応種目

DATA

すさみ町総合運動公園

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング
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81 MAP/P.30

C-2

上富田町

■多目的グラウンドＡ／ロングパイル人工芝121m×102m、
　　　　　　　　　　　サッカー、ラグビー1面、夜間照明付き
■多目的グラウンドＢ／天然芝121m×85m、
　　　　　　　　　　　サッカー、ラグビー1面
■球技場／天然芝：128m×80m、サッカー、ラグビー1面
■野球場／両翼98m、センター122m、外野：高麗芝、
　　　　　屋根付きブルペン4人立1箇所、
　　　　　バッティングゲージ2基
■テニスコート／砂入り人工芝コート4面、内２面夜間照明付き
■屋内イベント広場／ロングパイル人工芝：50ｍ×40ｍ、
　　　　　　　　　　フットサルコート2面、夜間照明付き
■スポーツサロントレーニングジム／525㎡
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TEL 0739-47-5930
所在地 西牟婁郡上富田町朝来3871

利用時間 8:00～22:00

交通アクセス
紀勢自動車道上富田ICから車で約5分
南紀白浜空港から車で約15分
JR紀伊田辺駅から車で約15分
JR朝来駅から車で約5分

最寄コンビニ 車で約5分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR

■屋外スポーツ全般対応可 ■野球／社会人、大学、高
校の野球キャンプ（2月～3月、7月～ 8月）、プロ野球
ウエスタンリーグ公式戦 ■サッカー／女子日本代表
キャンプ、Jリーグキャンプ（柏レイソル、セレッソ大
阪、ヴィッセル神戸、横浜FC、ツエーゲン金沢、長野パ
ルセイロ） ■ラグビー／ワールドカップ 2019日本公
認チームキャンプ地（ナミビア共和国代表）、日本代表
各カテゴリーキャンプ（15人制男女、7人制男女、ユー
ス）、トップリーグキャンプ（近鉄ライナーズ、NTTドコ
モレッドハリケーンズ、日野レッドドルフィンズ、NTT
コミュニケーションズシャイニングアークス、豊田自
動織機シャトルズ、トヨタ自動車ヴェルブリッツ）

申込受付 使用日の2か月前から

上富田スポーツセンター

対応種目

DATA

1／多目的グラウンドA　2／多目的グラウンドB　3／屋内イベント広場　4／球技場　5／野球場
6／テニスコート　7／スポーツサロントレーニングジム

紀
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凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道
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TEL 0735-23-3366
所在地 新宮市佐野723

利用時間 8:00～17:00
（屋内練習場は21:00まで）

交通アクセス
那智勝浦新宮道路新宮南IC
から車で約10分、
JR新宮駅から車で約15分

最寄コンビニ 徒歩で約15分
便益設備 トイレ／シャワー

実績・PR
2015年紀の国わかやま国
体、軟式野球（高校生）会場
で使用。

申込受付
合宿誘致期間（2月、3月実
施）で新宮市内に宿泊する場
合は1年前から。それ以外の
合宿は4ヶ月前から

TEL 0735-22-3956
所在地 新宮市王子町3-13-23

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 那智勝浦新宮道路新宮出入口から車で約10分
JR新宮駅から車で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約5分

便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／
空調（トレーニング室のみ）

実績・PR 各種クラブ活動や大会の会場として使用されています。
申込受付 合宿の場合は４ヶ月前から

TEL 0739-55-3630
所在地 西牟婁郡すさみ町周参見4857-3

利用時間 7:00～22:00

交通アクセス 紀勢自動車道すさみICから車で約5分
JR周参見駅から車で約5分

最寄コンビニ 車で約5分

便益設備 トイレ／シャワー（大浴場利用可※有料）／
ロッカー

実績・PR 高体連（テニス）や大学のテニス合宿で使用されています。
申込受付 随時
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84 MAP/P.30

C-5

新宮市

■野球場／
　両翼98m、センター122m
　バックストップ19m
　ブルペン4人立1箇所
　バッティングゲージ2基
■屋内練習場／
　40m×40m
　ブルペン4人立1箇所
　ピッチングマシーン2基
　フットサル1面

8382

フットサル1面、バレーボール2面、バスケット
ボール2面、卓球20台、バドミントン6面、柔剣
道場（224.25㎡）、トレーニング室（189.75㎡）

テニスコート8面
（砂入り人工芝、夜間照明6面有り）

MAP/P.30

C-5

新宮市
MAP/P.30

D-2

すさみ町

1／外観　2／屋内練習場1　3／屋内練習場2

紀
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くろしおスタジアム

対応種目

DATA

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング

対応種目対応種目

DATADATA

新宮市立総合体育館ホテル ベルヴェデーレ
テニスコート
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TEL 0735-52-2340
所在地 東牟婁郡那智勝浦町天満441-8

利用時間 ■体育文化会館／8:00～22:00
■グラウンド／6:00～18:00

交通アクセス
那智勝浦新宮道路那智勝浦ICから
車で約10分
JR紀伊勝浦駅から車で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約10分
車で約3分

便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調

実績・PR
大学クラブ・サークルの合宿等に使用されて
います。2015年度和歌山国体の剣道・レスリン
グの会場で使用。

申込受付 半年前から。
大会・合宿は随時

TEL 0735-52-2340
所在地 東牟婁郡那智勝浦町天満1785

利用時間 6:00～21:00

交通アクセス
那智勝浦新宮道路那智勝浦ICから
車で約10分
JR紀伊勝浦駅から車で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約15分
車で約5分

便益設備 トイレ

実績・PR
■野球場／大学ソフトボールの合宿等に
　使用されています。
■テニスコート／大学クラブ・サークルの
　合宿等に使用されています。

申込受付 個人使用は半年前から。
大会・合宿は随時

TEL 0735-23-3366
所在地 新宮市高田字向山1675

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 那智勝浦新宮道路新宮南ICから車で約20分
JR新宮駅から車で約20分

最寄コンビニ 車で約15分
便益設備 トイレ／ロッカー／空調（クラブハウス）
実績・PR 令和3年度に供用開始予定。
申込受付 合宿の場合は4ヶ月前から

TEL 0735-23-3366
所在地 新宮市佐野1501

利用時間 9:00～21:00

交通アクセス 那智勝浦新宮道路新宮南ICから車で約5分
JR新宮駅から車で約15分

最寄コンビニ 徒歩で約10分
便益設備 トイレ／シャワー／ロッカー／空調（クラブハウス）
実績・PR 2015年紀の国わかやま国体、サッカー（女子）会場で使用。

申込受付 合宿誘致期間（2月、3月実施）で新宮市内に宿泊する場合は1年前
から。それ以外の合宿は4ヶ月前から

87

88

MAP/P.30

D-5

那智勝浦町

MAP/P.30

D-5

那智勝浦町

■野球場／右翼86m、左翼87m、センター105m（照明設備有り※12月～3月は夜間使用停止）
■テニスコート／砂入り人工芝コート4面（照明設備有り）

1

1

2

2

3

■体育文化会館／テニス2面、バレーボール2面、バスケットボール2面、卓球24面、バドミントン6面、
　体操・新体操1面、レスリング4面（マットなし）、柔道4面（畳なし）、空手4面、剣道4面、長刀4面、ト
　レーニングルーム・大集会室・研修室有り
■サッカーコート／大1面、小2面 ■ソフトボール・少年野球／2面 ■200ｍトラック／1面

8685

人工芝テニスコート８面（Ａ～Ｈコート）
※うち４面はナイター対応（Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ）
クラブハウス／木造1階建て（建築面積85.00㎡）

■Aコート／サッカー1面（105m×68m・JFL公認人工芝）
■Bコート／陸上競技200mトラック6レーン（第4種公認）、ソフトボール2面
■クラブハウス／木造2階建て（建築面積143.59㎡）

MAP/P.30

C-5

新宮市
MAP/P.30

C-5

新宮市
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紀
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那智勝浦町体育文化会館・那智勝浦町木戸浦グランド

那智勝浦町天満球場・那智勝浦町天満テニスコート

対応種目

対応種目

DATA

DATA

1／卓球場　2／グラウンド　3／レスリング場

1／野球場　2／テニスコート

凡
例

陸上競技 サッカー フットサル ラグビー ホッケー
ミニホッケー

野球
軟式野球 ソフトボール

ダンス フェンシング レスリング 柔道・空手等（合気道・少林寺拳法・
日本拳法・居合道・太極拳）

テニス
ソフトテニス

剣道・なぎなた・
銃剣道等 相撲 弓道

対応種目対応種目

DATADATA

高田テニス場新宮市民運動競技場
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TEL 0735-62-5540（※指定管理委託先＝B＆G海洋センター）
所在地 東牟婁郡串本町サンゴ台1105

利用時間
■多目的グラウンド・野球場／8:00～18:00（4～9月）、8:00～日没（10～3月）
　　　　　　　　　　　　　 ※大会等は別途要相談
■雨天練習場／8:00～21:00
■テニスコート／8:00～20:30

交通アクセス 紀勢自動車道すさみ南ICから車で約40分
JR串本駅から車で約2分

最寄コンビニ 徒歩で約10分

便益設備 トイレ／シャワー（管理棟及びクラブハウスに有）／
ロッカー（管理棟内に有り）

実績・PR 野球場では大学・社会人野球部のキャンプを、多目的グラウンドではプロ
サッカーチームやラグビートップリーグチームも受け入れています。

申込受付 一般は使用日の3ヶ月前から。合宿は随時

TEL 0735-59-2335
所在地 東牟婁郡太地町森浦

利用時間 土日・祝日9:00～17:00、平日9:00～16:00

交通アクセス 那智勝浦新宮道路市屋出入口から車で約10分
JR太地駅から車で約6分

最寄コンビニ 徒歩で約25分、車で約10分
便益設備 トイレ

実績・PR ボーイズリーグのチーム等に野球場を利用い
ただいております。

申込受付 使用日の2ヶ月前から
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MAP/P.30

E-4

串本町

MAP/P.30

D-5

太地町

■多目的グラウンド／グラウンド面積16,016㎡
　　　　　　　　　　  400mトラック・8コース
　　　　　　　　　　サッカー1面（フィールド内はティフトン芝）
■野球場／両翼95m、センター120m、内野：黒土混合土
　　　　　外野：ティフトン芝、ブルペン2人立1箇所
　　　　　バッティングゲージ2基
■雨天練習場／鉄骨平屋建：1,497.83㎡
　　　　　　　練習場面積：1,457.32㎡、ブルペン2人立1箇所
■テニスコート／砂入り人工芝8面（うち4面夜間照明有）
■屋内プール／25m×6コース、トレーニングジム：86.9㎡　

■野球場／両翼90m、センター113
　　　　　ブルペン4人立1箇所
■ゲートボール／全天候型2面

1

1

2

3

4

2

3
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串本町総合運動公園

旧グリーンピア南紀スポーツ施設

対応種目

対応種目

DATA

DATA

1／野球場　2／ゲートボール場（外観）　3／ゲートボール場（内観）

1／全景　2／多目的グラウンド　3／テニスコート  4／雨天練習場

水泳 バレーボール
ソフトバレーボール

バスケット
ボール ハンドボール 卓球 バドミントン

アーチェリー ライフル グラウンドゴルフ・パークゴルフ
ゲートゴルフ

体操
新体操

マーチング
バトントワリング

ゲートボール セーリング ボート・カヌー クライミング
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 ガーデンホテル ハナヨ 料理民宿 市松

季楽里龍神

アルティエホテル
紀伊田辺

ビジネスホテル
サンシャイン

熊野古道の宿
「霧の郷たかはら」 民宿アイリスパーク

熊野の郷 古道ヶ丘

ホテル NANKAIRO

民宿 大村屋 冨士屋

民宿のなか山荘

113 114

118

115

116

120 121

122

117

123 124

119

所在地 田辺市文里2-36-40
FAX 0739-26-1001
HP http://www.hanayo.co.jp

収容人数 100名

客室種類
和室5室（10畳1室、12畳1室、15畳1室、21
畳1室、30畳1室）、洋室40室（シングル16
室、ダブル16室、ツイン7室、スイート1室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約2分
最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 南紀田辺ICから車で約7分
JR紀伊田辺駅から車で約5分

ミーティングルーム 大小ミーティングルーム有り
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 無

所在地 田辺市新万23-5
FAX 0739-24-8332
HP 無

収容人数 16名
客室種類 和室6室（6畳4室、7畳2室）

風呂設備、温泉 浴場2

洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 自家調理可、手配も可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約7分
JR紀伊田辺駅から車で約10分

ミーティングルーム 無

合宿特典 団体割引有り

PRポイント 出来る限り、地産地消でやっております

所在地 田辺市龍神村龍神189
FAX 0739-79-0555
HP http://www.kirari-ryujin.com

収容人数 188名

客室種類 和室47室（10畳31室、8畳8室、6畳8室）
和洋室1室、洋室9室（ツイン9室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男15・女15）
男女別露天風呂（男10・女10）

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台
最寄コンビニ 無
昼食準備 要相談
送迎 要相談

アクセス 南紀田辺ICから車で約60分
有田ICから車で約90分

ミーティングルーム ミーティングルーム（50名収容）
合宿特典 合宿専用プラン有り

PRポイント 日本三美人の湯「龍神温泉」有り。ロビー、一部客室でインターネット利用可

所在地 田辺市下屋敷1-77
FAX 0739-81-1112
HP http://www.altierhotel.com

収容人数 102名

客室種類 洋室49室（シングル45室（セミダブル利用
可）、ツイン4室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機2台（有料）、乾燥機2台（有料）
最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約5分
JR紀伊田辺駅から徒歩で約3分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 紀伊田辺駅、扇ヶ浜ビーチ、飲食繁華街
が徒歩圏内でビジネス、観光に便利です

所在地 田辺市稲成町231-6
FAX 0739-25-3720
HP 無

収容人数 30名

客室種類 和室1室（2～3人用）、和洋室1室（5～6人用・洗濯
設備付き）、洋室21室（シングル20室、ツイン1室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台（周辺には徒歩約
5分にコインランドリー有り）

最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約5分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約3分
JR紀伊田辺駅から車で約10分

ミーティングルーム 喫茶室利用可（19:00～）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 朝食は朝7時から。予約制にて夕食提供可能
です（金、土、日はベトナム料理も提供可能）

所在地 田辺市中辺路町高原826
FAX 0739-64-1900
HP https://kirinosato-takahara.com

収容人数 28名

客室種類 和室3室（16畳1室、10畳2室）
和洋室5室（7.5畳5室）

風呂設備、温泉 温泉男女別浴場（男8・女8）
洗濯設備 洗濯機1台（物干し場有り）

最寄コンビニ スーパーまで車で約5分
昼食準備 手配可

送迎 有 （4名まで）。事前連絡でバス停「滝尻」
または「栗栖川」まで

アクセス 南紀田辺ICから車で約45分
国道311号栗栖川から車で約10分高原へ

ミーティングルーム 有（50名収容）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 熊野古道に隣接した全室マウンテンビュー
の宿です

所在地 田辺市中辺路町近露128-1
FAX 0739-65-0517
HP http://irispark.hp.infoseek.co.jp

収容人数 70名

客室種類
別棟4部屋（10畳2室、7畳2室）
バンガロー14棟（10名用1棟、7名用2棟、
6名用1棟、4名用9棟、3名用1棟）

風呂設備、温泉 温泉男女別浴場（男7・女7）

洗濯設備 洗濯機・乾燥機1台（物干し場有り）
最寄コンビニ スーパーまで車で約5分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約60分
バス停観音寺から徒歩で約15分

ミーティングルーム 有（30名収容）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 無

所在地 田辺市中辺路町栗栖川844
FAX 0739-64-1640
HP http://www.kodougaoka.com

収容人数 78名
客室種類 バンガロー13棟（6名用13棟）

風呂設備、温泉 各バンガローに2名用浴場
洗濯設備 洗濯機1台（物干し場有り）

最寄コンビニ スーパーまで車で約5分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約45分
バス停古道ヶ丘から徒歩で約15分

ミーティングルーム 有り（20名収容）
合宿特典 無

PRポイント
自然に囲まれた熊野の郷で、アウトドアを
満喫できます。居心地の良い木造バンガ
ローでごゆっくりお過ごしください

所在地 田辺市湊41-31
FAX 0739-26-0018
HP 無

収容人数 22名

客室種類 和室1室（5畳1室）
洋室18室（シングル16室、ツイン2室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約10分
JR紀伊田辺駅から徒歩で約1分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 周辺に飲食店多いです

所在地 1号館：田辺市本宮町川湯1406、2号館：田辺市本
宮町川湯1413、3号館：田辺市本宮町川湯1409

FAX 0735-42-1379
HP http://www.oomuraya.net

収容人数 1号館：30名、2号館：30名、3号館：20名

客室種類 1号館：和室11室（4.5畳1、6畳2、8畳8）、2号館：和室9室（6畳1、8畳6、
10畳1、26畳1）、3号館：和室5室（4.5畳1、6畳3、16畳1）、洋室1室（6畳1）

風呂設備、温泉 1号館：男女別浴場（男10・女10）、温泉かけ流し、2号館：家族風呂3名、3号館：シャワー室
洗濯設備 1号館：洗濯機3台、乾燥機1台、2号館：洗濯機2台、乾燥機1台、3号館：洗濯機2台、乾燥機1台

最寄コンビニ 車で約8分、徒歩で約30分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス JR新宮駅からバスで約60分、JR紀伊田辺駅か
らバスで約110分、川湯バス停から徒歩で約1分

ミーティングルーム 1号館：食堂（14畳）、広間（16畳）、2号館：広間（26畳）、3号館：広間（12畳、16畳）
合宿特典 お食事3食ともご用意可能です

PRポイント 目の前には大塔川、夏は川遊びをしながら露天風呂、冬は
大きな仙人風呂、世界遺産の熊野古道には車で約20分

所在地 田辺市本宮町川湯1452
FAX 0735-42-1115
HP http://www.fuziya.co.jp

収容人数 146名

客室種類 和室27室（8畳2室、10畳21室、12畳2室、14
畳2室）、洋室3室（ツイン3室）、特別室1室

風呂設備、温泉 露天風呂（男15・女15）、大浴場（男25・女
25）、貸切露天風呂6名（温泉）

洗濯設備 コインランドリー（洗濯機2台、乾燥機2台）
最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有（要問い合せ）

アクセス 南紀田辺ICから車で約60分
ミーティングルーム 有（宴会場）

合宿特典 1名につきソフトドリンク1本サービス

PRポイント
河原から自然に温泉が湧いているので河原の
温泉を体験できます。大浴場、露天風呂では
原泉かけ流しの温泉を朝までご利用できます

所在地 田辺市中辺路町野中893
FAX 0739-65-0023
HP http://www.aikis.or.jp/~n650080

収容人数 25名

客室種類 和室6室（6畳5室、18畳1室）

風呂設備、温泉 浴場（大4名・小3名）

洗濯設備 洗濯機1台（物干し場有り）

最寄コンビニ スーパーまで車で約3分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約60分
バス停野中一方杉から徒歩で約1分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 無

☎0739-26-0874 ☎0739-24-8332

☎0739-79-0331

☎0739-81-1111

☎0739-25-3719

☎0739-64-1900 ☎0739-65-0331

☎0739-64-1590

☎0739-22-0730

☎0735-42-1066 ☎0735-42-0007

☎0739-65-0080

田辺市 田辺市

田辺市

田辺市

田辺市

田辺市 田辺市

田辺市

田辺市

田辺市 田辺市

田辺市

MAP/P.30  C-1 MAP/P.30  C-1

MAP/P.30  A-2

MAP/P.30  C-1

MAP/P.30  C-1

MAP/P.30  B-2 MAP/P.30  B-3

MAP/P.30  B-2

MAP/P.30  C-1

MAP/P.30  B-4 MAP/P.30  B-4

MAP/P.30  B-3

宿泊施設
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山水館 川湯みどりや ホテルハーヴェスト
南紀田辺125 126

所在地 田辺市本宮町川湯13
FAX 0735-42-0313
HP http://www.urashimachain.co.jp/sansui

収容人数 330名

客室種類
和室62室（8畳3室、10畳38室、12畳15
室、特別室6室）、洋室28室（ツイン23室、
トリプル2室、フォース3室）

風呂設備、温泉 全室バストイレ付

洗濯設備 コインランドリー有
最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有り（14名程度まで）

アクセス 南紀田辺ICから車で約80分
ミーティングルーム 有り（50名収容）

合宿特典 無

PRポイント 熊野の大自然の中の旅館です

所在地 田辺市新庄町2901-1
FAX 0739-25-6115
HP http://www.resorthotels109.com/nankitanabe

収容人数 678名

客室種類 和室16室（10畳）、洋室120室（ツイン30室､
トリプル60室､フォース30室）、和洋室46室

風呂設備、温泉 男女別大浴場有り、洋室（ツイン､トリプル)に
はユニットバス､それ以外の客室はセパレート

洗濯設備 洗濯機9台（有料）
最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 紀伊田辺駅から1日4便（10:10､11：30､15：40､16：40）※要相談

アクセス 南紀田辺ICから車で約15分、JR紀伊田辺
駅から車で約20分､JR白浜駅から約15分

ミーティングルーム 100名収容宴会場
合宿特典 無

PRポイント マイクロバス1台。上富田スポーツセンターまで車
で約15分、田辺スポーツパークまで車で約15分

☎0735-42-1011 ☎0739-25-6106田辺市 田辺市MAP/P.30  B-4 MAP/P.30  C-1

田辺スポーツパーク

癒しの宿
クアハウス白浜美吉屋旅館

HOTEL 
SHIRAHAMAKAN

白良荘グランドホテル

家族とすごす
白浜の宿 柳屋

127

129128

131

130

132

所在地 田辺市上の山23-1-1
FAX 0739-25-0387
HP http://www.city.tanabe.lg.jp/sports/tsp.html

収容人数 152名

客室種類 ツイン4室、4人部屋8室（二段ベッド）8人部屋14室（二段ベッド）
風呂設備、温泉 男女別浴場、シャワールーム（更衣室内）

洗濯設備 洗濯機10台（無料）、乾燥機10台（無料）
最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約2分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約1分
JR紀伊田辺駅から車で約10分

ミーティングルーム 多目的ホール（50～250名収容可能）、会議室（30～70名収容可能）
合宿特典 無

PRポイント
南紀田辺ICから車で約1分。宿泊施設は陸上競技場・体
育館に隣接しており合宿に最適です。食事は好評のバ
イキング。洗濯機・乾燥機も無料でお使いいただけます

所在地 西牟婁郡白浜町3102
FAX 0739-42-2705
HP http://kurhouse-shirahama.or.jp

収容人数 201名

客室種類 和室38室（10＋6畳2室、10畳29室、8畳7
室）、洋室4室（10畳1室、8畳3室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場
バーデゾーン（バラエティ豊かな浴槽等）

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約10分
最寄コンビニ 車で約3分、徒歩で約10分
昼食準備 御食事処有り（予約制）

送迎 マイクロバス1台有り

アクセス 南紀田辺ICから車で約20分
JR白浜駅からバスで約20分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 年中使えるプール施設あり

所在地 田辺市湊31-2
FAX 0739-22-6899
HP http://www.miyoshiya-ryokan.com

収容人数 50名
客室種類 和室14室（4.5畳・６畳・12畳）

風呂設備、温泉 風呂付客室2室、共同風呂2か所
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台

最寄コンビニ コンビニまで徒歩1分スーパーまで徒歩5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 阪和自動車道南紀田辺ICから車で約5分
JR紀伊田辺駅から車で約3分

ミーティングルーム 食堂兼用（50名収容広間）
合宿特典 無

PRポイント
全室和室、畳に布団で、合宿感が味わえ
ます。紀伊田辺駅から徒歩でアクセス可
能です

所在地 西牟婁郡白浜町1379
FAX 0739-42-3037
HP http://www.shirahamakan.com

収容人数 113名

客室種類 和室40室

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男50・女40）

洗濯設備 ランドリールーム有り

最寄コンビニ 徒歩で約2分
昼食準備 弁当手配可（食事の提供無し）
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約25分
JR白浜駅から車で約10分

ミーティングルーム 和室又は宴会場使用可
合宿特典 無

PRポイント 日本の渚「100選」に選ばれた白良浜の真正面に位置する宿

所在地 西牟婁郡白浜町868
FAX 0739-42-2438
HP http://www.shiraraso.co.jp

収容人数 480名

客室種類 和室82室（10畳～25畳）、和洋室11室
洋室1室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男30・女30）、全室バス付き

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約20分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 100名収容のコンベンションホール
合宿特典 無

PRポイント 白良浜まで徒歩30秒

所在地 西牟婁郡白浜町1870
FAX 0739-43-0947
HP http://www.yanagiya-hotel.jp

収容人数 256名

客室種類
和室32室（8畳2室、10畳30室）、洋室12
室（ツイン12室）、和洋室8室（6畳＋ツイ
ン）、最上階和洋室4室（7～8名）

風呂設備、温泉 源泉かけ流し男女別大浴場（男30・女
30）、露天風呂2箇所

洗濯設備 コインランドリー（2台）
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約10分

ミーティングルーム 宴会場と兼用の会議室有り
合宿特典 無

PRポイント 全室オーシャンビュー、天然温泉かけ流し

☎0739-25-2531

☎0739-42-4175☎0739-22-3448

☎0739-43-5151

☎0739-43-0100

☎0739-42-3360

田辺市

白浜町田辺市

白浜町

白浜町

白浜町

MAP/P.30  C-1

MAP/P.30  E-1MAP/P.30  C-1

MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  E-1

南紀白浜
マリオットホテル133

所在地 西牟婁郡白浜町2428
FAX 無
HP https://www.shirahama-marriott.com

収容人数 380名

客室種類
スーペリアルーム（ツイン・キング）24室（42㎡）、和室16室（10畳）、
和洋室（ツイン・キング）84室（42㎡）、温泉ビューバス付プレミア
ルーム（ツイン・キング）46室（42㎡）、スイートルーム2室（84㎡）

風呂設備、温泉 温泉大浴場、露天風呂、貸切風呂（5室）
洗濯設備 洗濯機6台、乾燥機6台

最寄コンビニ 車で約3分、徒歩で約10分
昼食準備 可※ケータリング不可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約30分、JR白浜駅から
車で約10分、南紀白浜空港から車で約10分

ミーティングルーム 5会場最大99名収容
合宿特典 団体割引要相談、料理内容要望伺います

PRポイント ホテル周辺は、白良浜まで徒歩3分、パンダの飼育で有名な「アドベンチャー
ワールド」や世界遺産「熊野古道」など、魅力的なスポットが揃います。

☎0739-43-2600 白浜町 MAP/P.30  E-1

SHIRAHAMA KEY TERRACE
ホテルシーモア ホテル三楽荘 紀州・白浜温泉むさし134 135 136

所在地 西牟婁郡白浜町1821
FAX 0739-43-1110
HP https://www.keyterrace.co.jp

収容人数 600名

客室種類
和室73室（12畳13室、10畳53室、8畳7
室）、洋室68室（ツイン50室、トリプル18
室）、和洋室23室（12畳＋ツイン）

風呂設備、温泉 男女別大浴場、露天風呂、全室バス付き
洗濯設備 コインランドリーまで車で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約5分
昼食準備 弁当他予算に応じて手配可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約20分
JR白浜駅からバスで約20分、車で約10分

ミーティングルーム 10名用、30名用、50名用、80名用各1室
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 大浴場は自社源泉による完全放流型かけ
流し式

所在地 西牟婁郡白浜町3078
FAX 0739-42-4798
HP https://www.sanrakuso.co.jp

収容人数 300名

客室種類 和室60室

風呂設備、温泉 男女別温泉大浴場（源泉かけ流し）
ユニットバス

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台
最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 40名用あり
合宿特典 無

PRポイント 全客室から白良浜が見えます

所在地 西牟婁郡白浜町868
FAX 0739-82-2020
HP http://www.yado-musashi.co.jp

収容人数 678名

客室種類 和室148室

風呂設備、温泉 男女別大・中温泉浴場、サウナ、低温風呂、
露天風呂（源泉かけ流し）

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約1分、スーパー徒歩で約2分
昼食準備 弁当手配可
送迎 旅館組合シャトルバスあり

アクセス 南紀田辺ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 会議室・宴会場あり
合宿特典 無

PRポイント 白良浜まで徒歩1分白浜温泉の中心に位
置する純和風旅館です

☎0739-43-1000 ☎0739-43-1111 ☎0739-43-0634白浜町 白浜町 白浜町MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1
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民宿まるきINFINITO HOTEL&SPA
南紀白浜 民宿まるき別館

ペンションポケット 民宿サンボート白浜 KKR白浜美浜荘

民宿五幸 民宿あきら 料理の宿さきのや

おんせん民宿 望海 ホテル花飾璃 浜辺の宿 しらら

138137 139

140 141 142

143 144 145

146 147 148

所在地 西牟婁郡白浜町508-7
FAX 無
HP http://www.aikis.or.jp/~maruki

収容人数 40名
客室種類 和室10室 （10畳2室、7.5畳8室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男10・女10）

洗濯設備 洗濯機2台（物干し場有り）
最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 要相談

アクセス 南紀白浜ＩＣから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 無

合宿特典 合宿料金有り

PRポイント 天然温泉有り。円月島まで徒歩で約1分

所在地 西牟婁郡白浜町2018
FAX 0739-43-1007
HP https://hotel-infinito.co.jp

収容人数 217名

客室種類 和室25室（8畳16、12畳9）、洋室29室（海側21、庭側8）、露天風呂付スイート8室、
オーシャンビュー和洋スイート2室、アネックス和洋スイート9室、ロイヤルスイート1室

風呂設備、温泉 男女別大浴場2、露天風呂2、特別展望風呂1
洗濯設備 無

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 レストランでの提供のみ可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分、JR白浜駅から車で約10分、南紀白浜空港から車で約10分
ミーティングルーム 洋宴会場最大80名収容、和宴会場最大30名収容

合宿特典 要相談

PRポイント
白良浜と太平洋を見渡す、小高い丘の上に佇むスパリゾートホテル。
『行幸の湯』源泉掛流し。エステ、ＧＹＭ、プール、テニスコート等も
完備。ラウンジ『パシフィック』からの眺望は終日絶景。夕食は和食本
会席『凪』、南紀イタリアン『ジョヴァンニ』で至極の逸品をあなたに…

所在地 西牟婁郡白浜町3600-5
FAX 無
HP http://www.aikis.or.jp/~maruki

収容人数 60名

客室種類 和室12室（10畳3室、6畳4室、15畳1室、
7.5畳3室、14畳1室)

風呂設備、温泉 男女別浴場（男10・女10）
洗濯設備 洗濯機3台（物干し場有り）

最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 要相談

アクセス 南紀白浜ＩＣから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 無

合宿特典 合宿料金有り

PRポイント 天然温泉有り。円月島まで徒歩で約1分

所在地 西牟婁郡白浜町1279-1
FAX 0739-43-1361
HP 無

収容人数 23名

客室種類 洋室8室（ツイン4室、トリプル2室、フォー
ス1室、ファイブ1室）

風呂設備、温泉 全室トイレ・ユニットバス付き

洗濯設備 洗濯機2台（物干し場有り）
コインランドリーまで車で約4分

最寄コンビニ 徒歩すぐ
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ＩＣから車で約15分
JR白浜駅から車で約10分

ミーティングルーム レストランを兼用
合宿特典 要相談

PRポイント 近隣には白良浜などの観光名所

所在地 西牟婁郡白浜町3766-13
FAX 0739-43-1553
HP http://sunboat.web.fc2.com

収容人数 120名

客室種類 和室22室（6畳12室、7.5畳1室、8畳4室、
10畳3室、12畳1室、20畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男20・女15）
洗濯設備 洗濯機6台、乾燥機1台

最寄コンビニ スーパーまで徒歩で約5分
昼食準備 当館で用意、弁当手配可
送迎 要相談

アクセス 南紀田辺ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 有り（50名程度）

合宿特典 飲物持ち込み用冷蔵庫有り、
合宿特典有り

PRポイント 白浜町立体育館まで徒歩で約1分。
白浜球場にも近く、合宿に適しています

所在地 西牟婁郡白浜町1564-2
FAX 0739-42-3384
HP http://www.kkrshirahama.com

収容人数 93名

客室種類
和室22室（12畳1室、10畳2室、8畳12室、
6畳7室）、和洋室1室（12畳1室）、和室
ベッド3室（16畳1室、10畳1室、8畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場、源泉かけ流し
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台（別に業務用2台）

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 白浜空港から車で約7分、南紀田辺ICから
車で約15分、JR白浜駅から車で約10分

ミーティングルーム 40名収容の和室宴会場有り
合宿特典 団体割引有り

PRポイント リゾート感たっぷり、真っ白な砂浜白良浜まで徒歩で約2分。かけ流し天然温泉

所在地 西牟婁郡白浜町3340-19
FAX 0739-43-5848
HP http://www.gokou.gr.jp

収容人数 40名

客室種類 和室9室（6畳2室、10畳2室、30畳1室、
8畳4室）

風呂設備、温泉 全室バス・トイレ付き
洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約3分

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 30畳の広間有り

合宿特典 団体割引有り

PRポイント 野外バーベキュー施設有り

所在地 西牟婁郡白浜町1359-5
FAX 0739-42-4130
HP http://www.mjnet.ne.jp/akira

収容人数 29名

客室種類 和室7室（6畳1室、7.5畳4室、8畳1室、
16畳1室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 食堂利用可
合宿特典 要相談

PRポイント 白良浜まで徒歩で約1分

所在地 西牟婁郡白浜町2998-74
FAX 0739-43-0301
HP http://sakinoya.net

収容人数 45名

客室種類 和室11室（8畳4室、6畳5室、4.5畳2室）

風呂設備、温泉 源泉かけ流し温泉、内湯（男・女）
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台

最寄コンビニ 車で約3分、徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 食堂兼用
合宿特典 要相談

PRポイント 白良浜まで徒歩で約10分。
源泉かけ流し温泉

所在地 西牟婁郡白浜町2324-2
FAX 0739-43-0602
HP http://boukai.jp/new

収容人数 70名

客室種類 和室15室（6畳6室、7.5畳1室、8畳4室、10畳2
室、12畳1室、14畳1室）、洋室1室（ツイン1室）

風呂設備、温泉 男女別天然温泉（男10・女5）源泉かけ流し
洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ 徒歩で約10分、車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 夕食後、食堂使用可（50畳）
合宿特典 団体割引有り、合宿特典有り

PRポイント
直営テニスコート（オムニ）3面有り。Wi-fi
利用可能。フットサル可能。白良浜まで徒
歩約3分。天然温泉は24時間入浴可能

所在地 西牟婁郡白浜町1243
FAX 0739-43-5857
HP http://www.hana-shirahama.com

収容人数 32名
客室種類 和室7室（8畳7室）

風呂設備、温泉 男女別浴場源泉かけ流し

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台
最寄コンビニ 徒歩で約8分、車で約4分

昼食準備 弁当手配可

送迎 要相談

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 20名収容のミーティングルーム
合宿特典 要相談

PRポイント 加水・加温・循環なし、源泉100％かけ流し
温泉（露天風呂有り）

所在地 西牟婁郡白浜町1359-2
FAX 0739-43-5223
HP http://www.shirara.com

収容人数 60名

客室種類 和室15室（6畳1室、7畳1室、10畳7室、
12畳3室、14畳2室、27畳1室）

風呂設備、温泉 温泉男女別浴場（男10・女8）
源泉かけ流し

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無（時期、人数によっては要相談）

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 大広間使用可
合宿特典 特別料金有り

PRポイント 目の前は白良浜。白い砂、青い海を体で感じることができます

☎0739-43-3534☎0739-42-2733 ☎0739-43-6767

☎0739-43-5626 ☎0739-43-2400 ☎0739-42-3383

☎0739-42-4640 ☎0739-42-4131 ☎0739-43-1582

☎0739-42-2673 ☎0739-43-5855 ☎0739-42-3655

白浜町白浜町 白浜町

白浜町 白浜町 白浜町

白浜町 白浜町 白浜町

白浜町 白浜町 白浜町

MAP/P.30  E-1MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1

44



宿
泊
施
設

紀
北
エ
リ
ア

M
A
P
観
光

ス
ポ
ー
ツ
施
設

紀
中
エ
リ
ア

紀
南
エ
リ
ア

料理民宿浜ぼう 民宿しおさい149 150

所在地 西牟婁郡白浜町49-1
FAX 0739-43-5818
HP http://www.shirahama-hamabo.sakura.ne.jp

収容人数 35名

客室種類 和室8室（16畳1室、10畳2室、8畳1室、
7.5畳1室、6.5畳1室、6畳2室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男3・女3）
洗濯設備 洗濯機2台

最寄コンビニ 徒歩で約15分、スーパーまで車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 16畳部屋有り
合宿特典 要相談

PRポイント 総合体育館まで70m、
海水浴場まで20m、天然温泉

所在地 西牟婁郡白浜町阪田53-1
FAX 0739-43-5156
HP 無

収容人数 40名
客室種類 和室10室（6畳8室、10畳2室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男4・女4）

洗濯設備 洗濯機3台
最寄コンビニ 徒歩で約15分、スーパーまで車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 食堂兼用（30名）
合宿特典 要相談

PRポイント
全室シャワートイレ、洗面付。食堂から見え
る海に沈む夕日が見どころ。総合体育館ま
で徒歩で約1分。江津良海水浴場目前

☎0739-43-5467 ☎0739-43-2722白浜町 白浜町MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  E-1

南紀白浜温泉
民宿Ａコース

リゾートハウス暁甘露の湯のお宿 むろべ

椿温泉しらさぎ

民宿アイス

ホテル川久
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154152

155

153

156

所在地 西牟婁郡白浜町1091-6
FAX 0739-43-0477
HP http://www.a-course.co.jp

収容人数 120名

客室種類 和室30室（8畳15室、10畳12室、18畳2
室、20畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男20・女20）
洗濯設備 洗濯機2台、コインランドリーまで徒歩で約4分

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅からバスで約15分

ミーティングルーム 宴会場利用可
合宿特典 要相談

PRポイント
白良浜海水浴場まで徒歩で約7分、伊勢
えび魚介類の鉄板焼き、全室インターネッ
ト利用可（PC持参）、AED設置

所在地 西牟婁郡白浜町2646
FAX 0739-43-0710
HP http://www7.plala.or.jp/akatuki-wakayama

収容人数 80名

客室種類 和室13室（6畳6室、10畳4室、15畳1室、
20畳2室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男10・女10）

洗濯設備 コインランドリー3台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 要相談
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 20名収容のミーティングルーム
合宿特典 要相談

PRポイント 夏場は焼き肉バーベキュー

所在地 西牟婁郡白浜町1997
FAX 0739-42-3303
HP https://www.murobe.jp

収容人数 63名

客室種類 和室10室（6畳・8畳・9畳・10畳）、
洋室7室（ツイン・トリプル）、和洋室5室

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男20・女20）、男女別露天
風呂、男性用サウナ（3人）

洗濯設備 洗濯機2台
最寄コンビニ 徒歩で約7分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 45名収容のミーティングルーム
合宿特典 要相談

PRポイント 平成30年7月リニューアルオープン。甘露の
湯が自慢で全室オーシャンビューの宿です

所在地 西牟婁郡白浜町椿1056-22
FAX 0739-46-0925
HP http://www.tsubaki-shirasagi.jp

収容人数 72名

客室種類 和室17室（6畳6室、8畳8室、10畳2室、
14畳1室）、洋室2室（ツイン2室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男15・女20）源泉かけ流し

洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 大型バスでの送迎有（要相談）

アクセス 南紀白浜ICから車で約7分
JR椿駅から徒歩約15分

ミーティングルーム 宴会場利用の場合50名（要相談）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 湯治ができるほど良質な温泉が自慢です。
白浜町テニスコートまで車で約10分

所在地 西牟婁郡白浜町890-87
FAX 0739-42-3839
HP http://www.yado-aisu.com

収容人数 20名

客室種類 和室7室（5.5畳2室、6畳1室、4.5畳2室、
9畳2室）

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約3分

最寄コンビニ 徒歩で約2分
昼食準備 要相談
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 20名収容のミーティングルーム
合宿特典 要相談

PRポイント 白良浜が目の前にあり、自主トレーニングに
は最高です。総合体育館まで車で約5分

所在地 西牟婁郡白浜町3745
FAX 0739-42-2666
HP http://www.hotel-kawakyu.jp

収容人数 250名

客室種類 洋室64室（70㎡～660㎡）
和洋室21室（90㎡）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男30・女30）
露天風呂（入れ替え30人）

洗濯設備 コインランドリーまで車で約5分
最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 要相談
送迎 JR白浜駅より合同運航シャトルバス有り

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 会議室（150名、20名）
合宿特典 15名以上で団体料金有り

PRポイント 全室スイートルーム

☎0739-42-3680

☎0739-42-5159☎0739-42-3300

☎0739-46-0321

☎0739-42-2885

☎0739-42-3322

白浜町

白浜町白浜町

白浜町

白浜町

白浜町
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MAP/P.30  E-1MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  D-1

MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  E-1

紀州の宿 白砂

ベイリリィ国民宿舎
しらゆり荘
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所在地 西牟婁郡白浜町2998-24
FAX 0739-43-1530
HP http://www.sirasuna.jp

収容人数 42名

客室種類 和室7室（10.5畳6室、9畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男10・女5）源泉かけ流し
洗濯設備 コインランドリー2台

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 要相談

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 食堂兼用

合宿特典 特典有り

PRポイント 合宿の宿専門、貸切可、
レンタル自転車完備

所在地 西牟婁郡白浜町3770
FAX 0739-43-6580
HP http://www.baylilly.com

収容人数 80名

客室種類 和室28室（7.5畳22室、10畳6室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男10・女10）源泉かけ流し

洗濯設備 洗濯機2台（物干し場有り）
最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 有（50名）
合宿特典 要相談

PRポイント 源泉かけ流し温泉と
ボリューム満点のお食事

☎0739-43-1811

☎0739-42-3050

白浜町

白浜町

MAP/P.30  E-1

MAP/P.30  E-1

美酒の宿 松風 市江崎荘159 160

所在地 西牟婁郡白浜町2927-561
FAX 0739-43-3028
HP www.shirasunakai.jp/minsyuku/matukaze.htm

収容人数 34名

客室種類 和室6室（6畳1室、8畳4室、10畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男5・女5）

洗濯設備 コインランドリーまで車で約5分
最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀白浜ICから車で約15分
JR白浜駅から車で約15分

ミーティングルーム 食堂兼用
合宿特典 合宿プラン有り

PRポイント 近くにバーベキュー施設有り。
白良浜まで車で約2分

所在地 西牟婁郡白浜町日置1573-4
FAX 0739-52-2734
HP 無

収容人数 35名

客室種類 和室7室（12畳2室、10畳4室、6畳1室）

風呂設備、温泉 温泉男女別浴場（男8・女5）

洗濯設備 洗濯機1台（物干し場有り）
最寄コンビニ 車で約5分

昼食準備 弁当手配可

送迎 無
アクセス 南紀白浜ICから車で約15分

ミーティングルーム 有
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 白浜町テニスコートまで車で約5分。
大海原を独り占めの温泉宿

☎0739-43-3032 ☎0739-52-2374白浜町 白浜町MAP/P.30  E-1 MAP/P.30  D-2
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所在地 西牟婁郡白浜町日置1878-10
FAX 0739-52-3666
HP http://yukisou.com

収容人数 30名

客室種類 和室7室（6畳4室、7.5畳2室、24畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男5・女3）
洗濯設備 洗濯機3台（物干し場有り）

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当手配可、食堂で食事可
送迎 無

アクセス 日置川ICから車で約5分
ミーティングルーム 食後、食堂使用可

合宿特典 団体割引有り

PRポイント バーベキューができます。（別料金）
白浜町テニスコートまで徒歩で約3分

所在地 西牟婁郡白浜町日置980-5
FAX 0739-52-3210
HP 無

収容人数 30名

客室種類 和室7室（8畳3室、4.5畳1室、5.5畳1室、
6畳2室）

風呂設備、温泉 浴場1（5～6名）
洗濯設備 洗濯機2台（物干し場有り）

最寄コンビニ 徒歩で約5分、スーパーまで徒歩で約15分
昼食準備 弁当手配可、食堂で食事可
送迎 有

アクセス 日置川ICから車で約3分
ミーティングルーム 営業時間外であればレストラン区画使用可

合宿特典 団体割引有り

PRポイント
お料理はボリューム満点、新鮮な地魚のお
造りもあります。白浜町テニスコートまで徒
歩で約10分

所在地 西牟婁郡白浜町久木869-33
FAX 0739-53-0204
HP http://www.maedaya.sakura.ne.jp

収容人数 35名

客室種類 和室8室（8畳3室、7.5畳1室、4.5畳2室、
6畳2室）

風呂設備、温泉 浴場2室
洗濯設備 洗濯機2台（物干し場有り）

最寄コンビニ 車で約20分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 日置川ICから車で約15分
ミーティングルーム 無

合宿特典 団体割引有り（送迎なしの場合のみ一人
無料）

PRポイント
宿泊中は8人乗りのワゴン車を無料で貸し
出しております。白浜町テニスコートまで車
で約20分

所在地 西牟婁郡白浜町大880-2
FAX 0739-54-0345
HP http://www1.ocn.ne.jp./~moriyado

収容人数 23名

客室種類 和室7室（8畳2室、6畳3室、9畳1室、4.5
畳1室）

風呂設備、温泉 浴場2（各2名）

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約25分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 上富田ICから車で約25分
ミーティングルーム 食堂にてミーティング可（20名収容）

合宿特典 団体割引、送迎無料（要相談）

PRポイント 目の前に清流日置川が流れている家族3人で営んでいる田舎の宿

所在地 西牟婁郡白浜町日置1013-25
FAX 0739-52-3001
HP http://www.rivage-spa-hikigawa.jp

収容人数 84名
客室種類 和室12室（8畳12室）、洋室8室（ツイン8室）

風呂設備、温泉 男女別天然温泉
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台

最寄コンビニ 徒歩で約15分
昼食準備 レストランにて昼食可
送迎 有（宿泊者に限る）

アクセス 日置川ICから車で約5分JR日置駅からバスで約10分

ミーティングルーム 70名収容会議室（有料）

合宿特典 専用料金設定有り

PRポイント 白浜町テニスコートまで200m

所在地 西牟婁郡上富田町岩崎768
FAX 0739-47-2030
HP http://nankishirahama-golfclub.com

収容人数 200名

客室種類
和室2室、洋室78室（ツイン49室、トリプル
17室、スイート12室）※スイートは基本的
に2人部屋

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男20・女20）
全室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機3台
最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス 上富田ICから車で約5分
JR白浜駅から車で約10分

ミーティングルーム 30名収容宴会場
合宿特典 要相談

PRポイント 上富田スポーツセンターまで車で約10分

所在地 西牟婁郡白浜町日置1203
FAX 0739-52-4350
HP http://www.minshuku-tatsunoya.com

収容人数 60名

客室種類 和室13室（6畳1室、8畳9室、10畳2室、
30畳1室）

風呂設備、温泉 男女別浴場（男8・女5）

洗濯設備 洗濯機2台（物干し場有り）
最寄コンビニ 徒歩で約12分
昼食準備 食堂又は弁当手配可
送迎 最寄の駅まで有り

アクセス 日置川ICから車で約5分
ミーティングルーム 30畳の広間使用可

合宿特典 団体割引有り

PRポイント
大浴場は檜ふろです。食事はおいしくボ
リュームがあり、バーベキュー場もあります。
白浜町テニスコートまで徒歩で約7分

所在地 西牟婁郡上富田町岩田162
FAX 0739-47-0175
HP 無

収容人数 35名

客室種類 和室14室（6畳6室、7畳4室、8畳3室、12
畳1室）

風呂設備、温泉 5人用、2人用の浴場1部屋ずつ

洗濯設備 洗濯機1台
最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 上富田ICから車で約10分
ミーティングルーム 10名収容のミーティングルーム

合宿特典 要相談

PRポイント 上富田スポーツセンターまで車で約5分

所在地 西牟婁郡上富田町朝来1313-6
FAX 0739-47-3750
HP 無

収容人数 35名

客室種類 和室9室

風呂設備、温泉 大浴場

洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台
最寄コンビニ 車で約3分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 上富田ICから車で約8分
ミーティングルーム 10～15名ミーティングルーム

合宿特典 要相談

PRポイント 上富田スポーツセンターまで車で約8分

所在地 西牟婁郡すさみ町周参見4857-3
FAX 0739-55-2929
HP http://www.ikoi-w.com

収容人数 186名

客室種類
和室9室（10畳露天風呂付）、和室21室（10畳）、特
別和室1室（10畳）、洋室1室（ツイン）、バリアフリー
室2室（8畳＋2ベッド）、和洋室4室（露天風呂付）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男30・女30）（風呂付部屋13室）
洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機2台

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可、レストラン利用可（但し、事前要予約）
送迎 有

アクセス すさみICから車で約10分JR周参見駅から車で約5分
ミーティングルーム 100名収容：1室

合宿特典 団体割引有り、その他相談に応じさせていただきます

PRポイント 180度パノラマの眺望と地中海露天風呂
（天然温泉）は南紀随一と自称しております

☎0739-52-3666 ☎0739-52-3210

☎0739-53-0204 ☎0739-54-0345 ☎0739-52-2370

☎0739-47-1230

☎0739-52-2244

☎0739-47-0175 ☎0739-47-3750

☎0739-55-3630

白浜町 白浜町

白浜町 白浜町 白浜町

上富田町

白浜町

上富田町 上富田町

すさみ町

MAP/P.30  D-2 MAP/P.30  D-2

MAP/P.30  C-2 MAP/P.30  C-2 MAP/P.30  D-2

MAP/P.30  C-2

MAP/P.30  D-2

MAP/P.30  C-2 MAP/P.30  C-2

MAP/P.30  D-2

山荘 琴の滝荘 長谷旅館171 172

所在地 西牟婁郡すさみ町周参見55
FAX 0739-55-4744
HP http://kotonotaki.ikoi-w.com

収容人数 72名

客室種類 和室4室（10畳）、和室1室（20畳）
洋室2室（ツイン）、特別室1室、和洋室1室

風呂設備、温泉 男女別大浴場
洗濯設備 洗濯機3台

最寄コンビニ 車で約20分
昼食準備 弁当、食事利用可（但し、事前要予約）
送迎 有

アクセス すさみICから車で約5分JR周参見駅から車で約10分
ミーティングルーム 60名収容：1室

合宿特典 団体割引有り、その他相談に応じさせて
いただきます

PRポイント すさみ町総合運動公園まで車で約15分、海水浴場まで約12分、体育館まで約7分

所在地 新宮市伊佐田町2-1-7
FAX 0735-23-6677
HP 無

収容人数 20名

客室種類 和室12室（4.5畳3室、6畳9室）
洋室3室（セミダブル3室）

風呂設備、温泉 男女別浴場、ユニットバス（7室）
洗濯設備 洗濯機5台

最寄コンビニ 徒歩で約3分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から徒歩で約3分

ミーティングルーム 無

合宿特典 団体割引有り

PRポイント 無

☎0739-55-4335 ☎0735-22-2185すさみ町 新宮市MAP/P.30  D-2 MAP/P.30  C-5
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ステーションホテル新宮

サンシャインホテル ホテルニューパレス

高田グリーンランド
雲取温泉

民宿 ふじ

ホテル光洋イン

グランホテル

新宮セントラルホテル

新宮ユーアイホテル

ビジネスホテル美郷

174

176 178

175

177

179

182

173

180

183

所在地 新宮市徐福2-1-31
FAX 0735-21-1067
HP http://www.stationhotel-s.jp

収容人数 120名

客室種類 和室2室（8畳2室）、洋室78室（シングル
45室、ダブル8室、ツイン25室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 弁当業者の紹介可
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から徒歩で約2分

ミーティングルーム 30名収容1室、40～60名収容1室
合宿特典 団体割引有り

PRポイント JR新宮駅から近いホテル。大型駐車場完備

所在地 新宮市井の沢9-13
FAX 0735-23-2781
HP http://www.sunshinenet.co.jp/hotel

収容人数 50名

客室種類 洋室46室

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台

最寄コンビニ 徒歩で約2分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 20名収容のミーティングルーム
合宿特典 朝食無料サービス

PRポイント 高速光インターネット全室使用可能

所在地 新宮市新宮7683-18
FAX 0735-28-1510
HP http://www.hotel-newpalace.com

収容人数 162名

客室種類
和室2室（10畳2室）、シングル78室（ダブ
ル20室、ツイン48室）、ツイン11室、トリプ
ル2室

風呂設備、温泉 男女別浴場、全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台、全自動2台

最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 応相談
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 会議室（60名収容）
合宿特典 無

PRポイント 館内無線LAN完備

所在地 新宮市高田1810
FAX 0735-29-0323
HP http://www.kumotori.yad.jp

収容人数 120名
客室種類 和室14室（12畳12、8畳2）、洋室7室（ツイン5）、大広間2室（40畳）

風呂設備、温泉 アルカリ性単純泉、男女別大浴場・薬草風呂・露天風呂
洗濯設備 洗濯機4台、乾燥機3台（無料）

最寄コンビニ 車で約15分
昼食準備 手配可（事前要予約）
送迎 有（無料）

アクセス 南紀田辺ICから車で約100分、熊野大泊ＩＣ
から車で約60分、JR新宮駅から車で約20分

ミーティングルーム 会議室有（最大80名収容）
合宿特典 練習時氷の無料提供、団体割引有り

PRポイント
くろしおスタジアム・市民運動競技場まで車で約
25分、総合体育館まで車で約20分。近畿では珍
しい淡乳白色の温泉、美味しい空気と緑豊かな
景色はスポーツで疲れた身体を癒すには最適です

所在地 新宮市三輪崎1-4-21
FAX 0735-31-8085
HP 無

収容人数 60名

客室種類 和室15室（8畳8室、10畳1室、11畳1室、
12畳5室）

風呂設備、温泉 男女別浴場、ユニットバス（5室）
洗濯設備 洗濯機5台

最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可・食堂有り
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約105分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から車で約15分
JR三輪崎駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 60名収容のミーティングルーム
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 無

所在地 新宮市徐福1-8-20
FAX 0735-22-5746
HP 無

収容人数 30名

客室種類
和室12室（6畳4室、7畳2室、12畳1室、バ
ストイレ別6畳3室、お風呂共同トイレ付き6
畳1室、8畳1室）、洋室5室（シングル2室、
ツイン3室）

風呂設備、温泉 男女別浴場、ユニットバス（12室）
洗濯設備 洗濯機3台

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約100分、熊野大泊ＩＣか
ら車で約30分、JR新宮駅から徒歩で約1分

ミーティングルーム 無（但し食堂で可）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント Wi－Fi全館全室使用可。各部屋冷蔵庫有り

所在地 新宮市緑ヶ丘2-3-17
FAX 0735-22-3022
HP https://gran-hotel2017.com

収容人数 88名

客室種類
和室2室（18畳1室、ファミリー1室）、洋室56
室（シングル40室、ツイン8室、ダブル5室、ト
リプル3室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス（和室のみ室外）
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機1台

最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 無
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から徒歩で約15分

ミーティングルーム 無
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 駐車場無料。レンタサイクル無料（数量限定）

所在地 新宮市橋本1-12-19
FAX 0735-23-2100
HP http://www.sgcentral.jp

収容人数 30名

客室種類 和室2室（10畳2室）、洋室30室（シングル
18室、ダブル1室、ツイン11室）

風呂設備、温泉 セパレートタイプ（5室）ユニットバス（27室）
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機1台

最寄コンビニ 徒歩で約1分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅より車で約8分

ミーティングルーム 有（30名収容）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 全室ウォシュレット、インターネット有り

所在地 新宮市井の沢3-12
FAX 0735-22-4777
HP http://www.ui-hotel.co.jp

収容人数 107名

客室種類
和室2室（10畳2室）、洋室82室（シングル
57室、ツイン19室、ダブル5室、デラックス
ツイン1室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約2分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス 南紀田辺ICから車で約100分、熊野大泊ＩＣか
ら車で約30分、JR新宮駅から徒歩で約1分

ミーティングルーム 有（180名収容）
合宿特典 団体割引有り（人数に応じて）

PRポイント レストラン、宴会場、会議室有り。食事はお客様のご予算・スタイルに合わせてご用意致します

所在地 新宮市徐福2-1-8
FAX 無
HP 無

収容人数 20名

客室種類 洋室12室（シングル4室、ツイン8室）

風呂設備、温泉 全室ユニットバス
洗濯設備 洗濯機1台、乾燥機各1台（いずれも無料）

最寄コンビニ 徒歩で約2分
昼食準備 喫茶店で軽食有り
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から徒歩で約1分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 無

☎0735-21-2200

☎0735-23-2580 ☎0735-28-1500

☎0735-29-0321

☎0735-31-7605

☎0735-22-2653

☎0735-22-8588

☎0735-23-2000

☎0735-22-6611

☎0735-21-2211

新宮市

新宮市 新宮市

新宮市

新宮市

新宮市

新宮市

新宮市

新宮市

新宮市

MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5 MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5

MAP/P.30  C-5

熊野荘181

所在地 新宮市元鍛冶町2-4-5
FAX 0735-23-2235
HP http://www.dokonanki.com/gourmet/shop/00181

収容人数 30名
客室種類 和室10室（8畳1室、6畳7室、4.5畳2室）

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 洗濯機2台（近くにコインランドリー有り）

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス
南紀田辺ICから車で約100分
熊野大泊ＩＣから車で約30分
JR新宮駅から徒歩で約15分

ミーティングルーム 有（20名収容）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 料理旅館のため料理は美味しく召し上がっ
ていただけます。バス駐車場有

☎0735-22-2235 新宮市 MAP/P.30  C-5

ホテル 浦島184

所在地 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2
FAX 0735-52-0275
HP http://www.hotelurashima.co.jp

収容人数 1,840名

客室種類
和室283室（10畳181、12畳67、12.5畳10、14畳4、12.5
畳+4.5畳11、12.5畳＋6畳5、12.5畳＋8畳1、15畳＋6畳
3、15畳＋10畳1）、洋室86室（シングル28、ツイン58）コネ
クト4室、和洋室17室、露天風呂付客室2室、貴賓室1室

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男4ケ所・女4ケ所）
洗濯設備 コインランドリー10台（洗濯乾燥機）

最寄コンビニ ホテル内にローソン売店あり
昼食準備 弁当手配可
送迎 有（要相談）

アクセス すさみ南ICから車で約80分、熊野大泊ICから車で約60分
ミーティングルーム 100名収容ミーティングルーム（2ヶ所）

合宿特典 無

PRポイント 設備、施設が充実しており、ミーティング
ルーム等も多数あります

☎0735-52-1011 那智勝浦町 MAP/P.30  D-5
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碧き島の宿
熊野別邸 中の島 かつうら御苑 陽いずる紅の宿

勝浦観光ホテル

ホテル なぎさや 海のホテル一の滝 万清楼

休暇村 南紀勝浦 民宿 わかたけ 民宿 美滝山荘

185 186 187

188 189 190

191 192 193

所在地 東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9
FAX 0735-52-1633
HP https://kb-nakanoshima.jp

収容人数 約200名

客室種類
【潮聞亭】和室10畳10室、和室12畳15室、和室ツイン3室、和室コーナー3室、和洋室コー
ナー2室、貴賓室1室 【凪の抄（和洋室「露天風呂付」）】スーペリア3室、スーペリアユニ
バーサル1室、スーペリアコーナー2室、ラグジュアリー2室、ラグジュアリーデラックス2室

風呂設備、温泉 大浴場（男性1ヶ所、女性1ヶ所）、露天風呂（男
性1ケ所、女性1ケ所）、貸切風呂（2ヶ所）

洗濯設備 無
最寄コンビニ 観光桟橋から徒歩で約5分
昼食準備 無
送迎 那智勝浦駅と待合処間の送迎あり但し、1度の乗車は9名まで

アクセス すさみ南ICから車で約80分、熊野大泊ICから車で約60分
ミーティングルーム 会議室1室（15名程度）

合宿特典 無

PRポイント 専用船でしか行くことのできない一島一旅館。天然温泉は、2019年9月に
「NIKKEIプラス1何でもランキング『絶景風呂 空も海も一つに』」で全国1位に

所在地 東牟婁郡那智勝浦町勝浦216-19
FAX 0735-52-3887
HP http://www.cypress.ne.jp/k-gyoen

収容人数 350名

客室種類
【本館】和室8畳4室、10畳22室、14畳16室
【滝見亭】和室8畳8室、10畳14室、12畳
8室、ほか特別室5室、露天風呂付12室

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男50・女50）露天風呂2ケ
所、全室ユニットバス

洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約10分、車で約3分
最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 手配可
送迎 無

アクセス すさみ南ICから車で約80分、熊野大泊ICから
車で約60分、JR紀伊勝浦駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 150名収容、180名収容のミーティングルーム
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 那智勝浦体育文化会館まで徒歩で約10分

所在地 東牟婁郡那智勝浦町天満1530
FAX 0735-52-1469
HP http://www.katuurakankohotel.co.jp

収容人数 120名

客室種類 和室56室（10畳23室、12畳3室、10畳＋
12畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場(男30・女30）
洗濯設備 コインランドリーまで徒歩で約3分

最寄コンビニ 徒歩で約8分
昼食準備 不可
送迎 不可

アクセス
すさみ南ICから車で約80分
熊野大泊ICから車で約60分
JR紀伊勝浦駅から車で5分

ミーティングルーム 宴会場代用（20～40名）
合宿特典 無

PRポイント 無

所在地 東牟婁郡那智勝浦町湯川955-1
FAX 0735-52-5221
HP http://nagisaya.com

収容人数 350名

客室種類
和室75室（6畳4室、8畳20室、10畳49
室、14畳1室、10畳＋6畳1室）
洋室10室（シングル5室、ツイン5室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男30・女20）
洗濯設備 無

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有（要予約）

アクセス すさみ南ICから車で約80分、熊野大泊ICから
車で約60分、JR紀伊勝浦駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 30名収容会議室
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 市街地より少し離れた静かな入り江に佇む
ホテルです

所在地 東牟婁郡那智勝浦町勝浦752
FAX 0735-52-0082
HP http://www.ichinotaki.co.jp

収容人数 100名

客室種類 和室21室（6畳1室、8畳6室、10畳8室、
12畳6室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男30・女30）
洗濯設備 洗濯機1台

最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス
すさみ南ICから車で約80分
熊野大泊ICから車で約60分
JR紀伊勝浦駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 20名収容会議室
合宿特典 無

PRポイント 源泉100％かけ流し

所在地 東牟婁郡那智勝浦町勝浦448
FAX 0735-52-4113
HP http://www.urashimachain.co.jp/manseiro

収容人数 80名

客室種類 和室21室（6畳6室、8畳3室、10畳1室、12畳1室、8畳＋
4.5畳4室、10畳＋8畳2室、他4室）、洋室9室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別大浴場（男25・女25）、全室ユニットバス
洗濯設備 コインランドリー有り（コイン式全自動洗濯機・乾燥機2台）

最寄コンビニ 徒歩で約20分
昼食準備 弁当手配可
送迎 無

アクセス すさみ南ICから車で約80分、熊野大泊ICから
車で約60分、JR紀伊勝浦駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 20名収容ミーティングルーム
合宿特典 無

PRポイント
旧グリンピア南紀野球球場まで車で約10
分、くろしおスタジアムまで車で約20分。か
け流し天然温泉露天風呂有り

所在地 東牟婁郡那智勝浦町宇久井719
FAX 0735-54-1069
HP http://www.qkamura.or.jp/katsuura

収容人数 173名

客室種類 和室35室（10畳29室、12畳6室）
洋室15室（ツイン12室、トリプル3室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場、露天風呂
洗濯設備 コインランドリー（洗濯機2台、乾燥機2台）

最寄コンビニ 車で約5分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス
すさみ南ICから車で約80分
熊野大泊ICから車で約50分
JR紀伊勝浦駅から車で約20分

ミーティングルーム 80名収容会議室
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 平成19年3月露天風呂がリニューアルオー
プン。各部屋から大海原と朝日が見えます

所在地 東牟婁郡那智勝浦町朝日3-34
FAX 0735-52-0139
HP http://わかたけ.com

収容人数 別館と本館で計75名

客室種類 和室25室（12畳2室、10畳1室、8畳4室、6畳4
室、5畳2室、4.5畳10室、16畳1室、18畳1室）

風呂設備、温泉 勝浦温泉 花の湯（男女別2カ所）

洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機2台
コインランドリーまで徒歩で約2分

最寄コンビニ 徒歩で約6分
昼食準備 弁当手配可
送迎 荷物運搬は可、駅前の為送迎は無

アクセス
すさみ南ICから車で約80分
熊野大泊ICから車で約60分
JR紀伊勝浦駅すぐ（JR紀伊勝浦駅裏）

ミーティングルーム 34畳の広間有り
合宿特典 団体特別割引有り

PRポイント 合宿中の料理はおまかせ下さい！【合宿大歓迎】

所在地 東牟婁郡那智勝浦町那智山545-1
FAX 0735-55-0755
HP http://www.mitaki-sanso.com

収容人数 60名

客室種類 和室15室（6畳8室、10畳2室、12畳2室、
23畳1室、8畳2室）

風呂設備、温泉 男女別2ヶ所人工温泉（ラゾン泉）
洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機1台

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス
すさみ南ICから車で約80分、熊野大泊IC
から車で約70分、JR紀伊勝浦駅よりバス
で約25分、車で約20分

ミーティングルーム 40名収容ミーティングルーム
合宿特典 団体割引有り、合宿時、氷お茶サービス有り

PRポイント 世界遺産那智山の中心地に立地、那智の
滝まで600m、那智山で唯一の民宿です

☎0735-52-1111 ☎0735-52-0333 ☎0735-52-0750

☎0735-52-0015 ☎0735-52-0080 ☎0735-52-0033

☎0735-54-0126 ☎0735-52-0155 ☎0735-55-0745

那智勝浦町 那智勝浦町 那智勝浦町

那智勝浦町 那智勝浦町 那智勝浦町

那智勝浦町 那智勝浦町 那智勝浦町

MAP/P.30  D-5 MAP/P.30  D-5 MAP/P.30  D-5

MAP/P.30  D-5 MAP/P.30  D-5 MAP/P.30  D-5

MAP/P.30  C-5 MAP/P.30  D-5 MAP/P.30  C-4

温泉民宿 小阪屋 民宿 お食事 はげやままぐろの宿 民宿 亀の井194 196195

所在地 東牟婁郡那智勝浦町北浜1-18
FAX 0735-52-6660
HP http://kosakaya.jp

収容人数 79名

客室種類 和室25室（12畳2室、10.5畳1室、8畳4
室、6畳8室、4.5畳10室）

風呂設備、温泉 げんごの湯・こはるの湯（カルシウム塩化物泉）、貸切
露天、家族風呂×3カ所（単純温泉）、計6カ所25名

洗濯設備 全自動洗濯機2カ所（無料）乾燥機2ヵ所（80分200円）
最寄コンビニ 目の前
昼食準備 弁当手配可
送迎 有

アクセス すさみ南ICから車で約80分、熊野大泊ICから
車で約60分、JR紀伊勝浦駅から徒歩で約5分

ミーティングルーム 有
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 体育文化会館まで車で約2分、新宮くろしおスタジアムま
で車で約15分、新宮市民運動競技場まで車で約15分

所在地 東牟婁郡那智勝浦町朝日3-79-3
FAX 0735-52-4828
HP 無

収容人数 12名
客室種類 和室4室（4.5畳3室、12畳1室）

風呂設備、温泉 内湯
洗濯設備 洗濯機1台

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 可
送迎 無

アクセス
すさみ南ICから車で約80分
熊野大泊ICから車で約60分
ＪＲ紀伊勝浦駅から徒歩で約3分

ミーティングルーム 座敷使用可

合宿特典 長期滞在学生割引有り

PRポイント 長期滞在のお客様には相談に応じます

所在地 東牟婁郡那智勝浦町朝日4-73
FAX 0735-52-3485
HP http://kamenoi.jp

収容人数 約30名
客室種類 和室8室（6畳5室、8畳2室、16畳1室）

風呂設備、温泉 家族風呂2ヵ所
洗濯設備 全自動洗濯機2台（無料）

最寄コンビニ 徒歩で約5分
昼食準備 お弁当屋に手配可能
送迎 無

アクセス
すさみ南ICから車で約80分
熊野大泊IＣから車で約60分
ＪＲ紀伊勝浦駅から徒歩で約7分

ミーティングルーム 食堂利用可（弁当有り）
合宿特典 合宿用料金有り

PRポイント
小団体の利用に適しています。ご希望が
あればご相談下さい。可能な限り対応しま
す。体育文化会館は徒歩圏内です

☎0735-52-0335 ☎0735-52-4828☎0735-52-0642那智勝浦町 那智勝浦町那智勝浦町MAP/P.30  D-5 MAP/P.30  D-5MAP/P.30  D-5
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民宿 大磯

いさなの宿 白鯨かつうら荘

南紀月野瀬温泉ぼたん荘

花いろどりの宿 花游

Hotel&Resorts 
WAKAYAMA-KUSHIMOTO

民宿 高岡

国民宿舎
あらふねリゾート

和歌山県立
潮岬青少年の家

大江戸温泉物語
南紀串本
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所在地 東牟婁郡太地町太地4201‐8
FAX 0735‐59‐3632
HP http://www2.w-shokokai.or.jp/taiji/m/oiso.htm

収容人数 70名
客室種類 和室13室（12畳3室、8畳3室、6畳7室）

風呂設備、温泉 大浴場1室、風呂2室
洗濯設備 洗濯機4台

最寄コンビニ 車で約8分
昼食準備 昼食あり（要相談）
送迎 無

アクセス
すさみ南ＩＣから車で約70分
熊野大泊ICから車で約60分
JR太地駅からバスで約7分

ミーティングルーム 食堂使用可

合宿特典 団体割引有り、夏期冷たいお茶有り

PRポイント WiFi完備。くじら浜海水浴場まで徒歩で
約5分

所在地 東牟婁郡太地町太地2973-4
FAX 0735-59-2324
HP http://hakugei-taiji.com

収容人数 89名（広間使用時最大126名)

客室種類
和室23室（6畳10室、8畳10室、10畳3室）
和洋室1室（特別室）
洋室2室（ツイン）

風呂設備、温泉 男女別大浴場
洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台

最寄コンビニ 車で約8分
昼食準備 弁当手配可（要予約）
送迎 要相談

アクセス
すさみ南ＩＣから車で約70分
熊野大泊ICから車で約60分
JR太地駅からバスで約7分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント くじら浜海水浴場まで徒歩で約3分

所在地 東牟婁郡那智勝浦町朝日3-63
FAX 0735-52-6739
HP 無

収容人数 20名

客室種類 和室8室（6畳6室、4.5畳１室、17畳1室）

風呂設備、温泉 家族風呂20か所
洗濯設備 コインランドリー徒歩で約5分

最寄コンビニ 徒歩で約10分
昼食準備 弁当有り
送迎 無

アクセス JR紀伊勝浦駅下車駅裏出口より徒歩で
約4分

ミーティングルーム 無
合宿特典 無

PRポイント 無

所在地 東牟婁郡古座川町月野瀬881-1
FAX 0735-72-3666
HP http://www.botansou.jp

収容人数 本館40名、いろり館（別館）20名

客室種類 本館：和室10室
いろり館：フローリング20帖1室

風呂設備、温泉 男女別大浴場、露天風呂

洗濯設備 洗濯機1台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 弁当手配可能
送迎 有

アクセス
すさみ南ICから車で約60分
熊野大泊ＩＣから車で約90分
JR古座駅から車で約10分

ミーティングルーム 会議室利用可
合宿特典 無

PRポイント 無

所在地 東牟婁郡太地町太地2906
FAX 0735-59-3679
HP http://www.hana-kayuu.com

収容人数 100名
客室種類 和室20室（10畳19室、10畳＋6畳1室）

風呂設備、温泉 男女別大浴場
洗濯設備 洗濯機3台

最寄コンビニ 徒歩で約20分、車で約8分
昼食準備 レストラン有り（前日まで要予約）

送迎 JR紀伊勝浦駅よりマイクロバス1台
（23人乗り）

アクセス
すさみ南ＩＣから車で約70分
熊野大泊ICから車で約60分
JR太地駅からバスで約7分

ミーティングルーム 小宴会場利用可（最大50人まで）
合宿特典 団体割引有り

PRポイント 太地町立くじらの博物館まで徒歩で約2分

所在地 東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10
FAX 0735-62-7760
HP http://www.daiwaresort.jp/kushimoto

収容人数 777名
客室種類 和室、和洋室、洋室、スイート

風呂設備、温泉 男女別大浴場、露天岩風呂（男・女）、
客室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機3台、乾燥機3台
最寄コンビニ 徒歩で約15分、車で約5分
昼食準備 手配可
送迎 JR串本駅からホテルまで有り

アクセス すさみ南ICから車で約40分、熊野大泊ICから車で約90分、JR串本駅から車で約5分
ミーティングルーム 会議室利用可

合宿特典 無

PRポイント
実業団・大学生の硬式野球部、プロサッ
カーチーム等受入実績有り。総合運動公
園まで徒歩すぐ

所在地 東牟婁郡串本町高富721-2
FAX 0735-62-5120
HP http://naxnet.or.jp/~kusimoto

収容人数 約80名

客室種類 和室22室（4.5畳～14畳）

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 洗濯機3台

最寄コンビニ 徒歩で8分、車で約2分
昼食準備 要相談
送迎 要相談

アクセス すさみ南ICから車で約20分尾鷲南ICから車で約120分

ミーティングルーム 有（道場）

合宿特典 無

PRポイント 景色抜群

所在地 東牟婁郡串本町田原2518
FAX 0735-74-0125
HP https://arafune.net

収容人数 139名

客室種類 和室28室（6畳4室・8畳17室・14畳7
室）、洋室4室（ツイン）、和洋室2室

風呂設備、温泉 男女別天然温泉大浴場（一部客室ユニッ
トバス有り）

洗濯設備 洗濯機・乾燥機 各2台
最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 手配可
送迎 有

アクセス すさみ南ICから車で約50分、熊野大泊ICから車で約80分、JR串本駅から車で約10分
ミーティングルーム 有

合宿特典 無

PRポイント 大宴会場・中宴会場あり。練習時のお茶
提供、お弁当配達可能

所在地 東牟婁郡串本町潮岬669
FAX 0735-62-0182
HP http://omoshiro-yh.com

収容人数 本館138名

客室種類 8人部屋（2段ベット）12室、大和室（20人）１
室、和室（3～4人）4室、講師室（2人）2室

風呂設備、温泉 男女別浴場
洗濯設備 洗濯機4台

最寄コンビニ 車で約10分
昼食準備 手配可
送迎 有

アクセス すさみ南ICから車で約40分、熊野大泊ICから車で約90分、JR串本駅から車で約10分

ミーティングルーム 有（研修室3室）

合宿特典 無
PRポイント 体育館、グラウンド、プールなど有り

所在地 東牟婁郡串本町串本2300-1
FAX 050-3851-2021
HP https://kushimoto.ooedoonsen.jp

収容人数 514名

客室種類 和室105室、洋室16室

風呂設備、温泉 天然温泉露天風呂・大浴場
客室ユニットバス

洗濯設備 洗濯機・乾燥機 各3台
最寄コンビニ 徒歩で5分、車で約2分
昼食準備 無
送迎 要予約

アクセス すさみ南ICから車で約40分、熊野大泊ICから車で約90分、JR串本駅から車で約5分
ミーティングルーム 無

合宿特典 無

PRポイント 夕食・昼食はバイキング

☎0735-59-3560

☎0735-59-2323☎0735-52-1051

☎0735-72-0376

☎0735-59-3060

☎0735-62-7771

☎0735-62-0413

☎0735-74-0124☎0735-62-6045 ☎0570-080268

太地町

太地町那智勝浦町

古座川町

太地町

串本町

串本町

串本町串本町 串本町

MAP/P.30  D-5

MAP/P.30  D-5MAP/P.30  D-5

MAP/P.30  D-4

MAP/P.30  D-5

MAP/P.30   E-4

MAP/P.30  E-4

MAP/P.30  D-4MAP/P.30  E-4 MAP/P.30  E-4
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和歌山県アクセスガイド

大阪⇔白浜温泉 高速バス（昼行）

約2時間40分 約15分約20分 約30分

JR大阪 なんば 南部 田辺 白浜

海浜
幕張駅 西船橋駅 横浜駅

ディズニー
ランド

●和歌山バス   073-445-3131 ●京成高速バスセンター 047-432-1891
約30分 約35分 約15分約1時間30分 約8時間30分

大宮
営業所 大宮駅 池袋駅 YCAT（横浜駅） 新宮駅 勝浦温泉

●西武バス　 0570-025-258 ●三重交通　 059-229-5555

●西武バス 0570-025-258

●WILLER TRAVEL 0570-20-0770

●明光バス     0739-42-2112

約10分 約40分 約1時間 約30分約9時間

リムジンバス（関空～和歌山）
関西空港 JR和歌山 和歌浦口

約40分 約25分

●和歌山バス　 073-445-3131 ●関西空港交通     072-461-1374

京都⇔白浜温泉高速バス（昼行）
JR京都 南部 白浜田辺

約3時間15分 約15分 約30分
●明光バス 　0739-42-2112

●明光バス 0739-42-2112 ●西日本JRバスお客様センター　 0570-00-2424

高速バス（夜行）

約30分 約15分約9時間30分

東京駅 新宿駅 和歌山駅和歌山市駅

和歌山駅
和歌山
市駅

ディズニー
ランド 東京駅 横浜駅

約40分 約50分 約10時間

和歌山駅

●南海高速バスセンター  　　　　　　06-6643-1007
●JRバス関東高速バス案内センター     03-3844-0489

約30分約8時間約1時間約40分約10分 約30分 約1時間20分

新湯崎
（白浜）田辺駅前海南駅前

YCAT
（横浜駅）

新宿駅
西口大宮駅

大宮
営業所 池袋駅

名古屋南紀高速バス

●三重交通 0597-85-2196
約3時間30分 約30分

名鉄バスセンター 新宮市熊野市
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大宮大台IC
紀勢大内山IC紀勢大内山IC

海山IC海山IC

尾鷲南IC尾鷲南IC
尾鷲北IC尾鷲北IC

三木里IC三木里IC

熊野大泊IC熊野大泊IC

紀伊長島IC紀伊長島IC

勢和多気IC

尾鷲

紀伊長島

亀山
津

天王寺

新大阪新神戸

三ノ宮

京都

西宮IC

吹田JCT

大阪大阪大阪

王寺
奈良

亀山JCT亀山JCT

名神高速道路名神高速道路

新名神高速道路
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伊勢関IC

久居IC
天理IC松原JCT松原JCT松原JCT

美原JCT美原JCT美原JCT 藤井寺IC

泉佐野JCT

和歌山市

和歌山港

南海フェリー

徳島

加太加太友ヶ島 和歌山和歌山和歌山
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南紀白浜
空港

日本航空
（約70分）

東京（羽田）

龍神 十津川
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紀伊勝浦

新宮

熊野市
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高速道路情報
ETCを使ったさまざまな割引を実施中です。
詳しくは下記ホームページでご確認ください。▲

http://www.tokutoku-etc.jp/

高速バス ※一部、バス停を省略しています。●（財）日本道路交通情報センター 和歌山センター N050-3369-6630

ロードサービス
救援コール

●南海フェリー和歌山港のりば 073-422-2156

羽田空港～南紀白浜空港
●日本航空（JAL）

0570-025-071

0570-00-8139

JR
私鉄
高速・自動車専用道路
主要道路

JAF ※通話料は有料。ただし一部のIP電話・携帯電話から
　はご利用になれません。　

全国共通・24時間年中無休

【紀勢路・熊野尾鷲道路】

未開通
尾鷲北IC 尾鷲南IC

和歌山徳島 ［フェリー］［フェリー］

和歌山県内の路線バス
主要バス路線図

友ケ島

加太
和歌山港

和歌浦

マリーナシティ

紀三井寺
和歌山

関西空港

岩出

りんくうタウン駅前

粉河

熊取駅前

高野山

花園
清水

金屋口

五条

大和八木（奈良県）

和歌山市

登山口
海南

藤並

由良

御坊
道成寺

湯浅

白崎

里

日の岬

印南

南部

田辺

白浜

日置

栗
栖
川

渡瀬

太地くじら浜公園

太地田原古座
串本

和深

潮岬 大島

勝浦

那智
新宮

熊野市

北山請川

湯の峰

近露

龍神

大熊

土河屋

熊野本宮

那智山川湯

白浜温泉
南紀

白浜空港 椿

友ヶ島汽船

通
行
区
間
凡
例

リムジンバス
N072-461-1374
和歌山バス
N073-445-3131
大十オレンジバス
N073-489-2751
和歌山バス那賀
N0736-75-2151
南海りんかんバス
N0736-56-2250
有田鉄道
N0737-52-3034
中紀バス
N0738-65-2222
龍神自動車
N0739-22-2100
明光バス
N0739-42-3378
熊野御坊南海バス
白浜空港リムジンバス
N0735-22-5101
三重交通
N0597-85-2196
奈良交通
N0742-20-3100
北山村 村営バス
N0735-49-2331
太地町営じゅんかんバス
N0735-59-2335
友ヶ島汽船
N073-459-1333
紀の松島観光（遊覧船）
N0735-52-8188
串本コミュニティバス
N0735-62-0556

●JR西日本お客様センター 0570-00-2486   ●JR東海テレフォンセンター 050-3772-3910
●南海テレホンセンター　 06-6643-1005 ●わかやま電鉄　　　　     073-478-0110
●紀州鉄道　　　　　　 0738-23-0001

新大阪博多

大阪大阪大阪

約10分

約5分

約2 0 分約2 0 分約15分

約20分

約8分約8分
約30分

約10分

約11分

約15分

約10分 約25分

約10分

約25分

約30分 約30分

約15分

約1時間9分

約3時間20分

約15分

関
西
国
際
空
港

JR和歌山線

JR
阪
和
線

東海道新幹線山陽新幹線

大阪環状線

東海道新幹線

橋本
五条

海南

御坊

西御坊
紀州
鉄道

新宮

特急ワイドビュー
南紀号

紀伊田辺

紀伊勝浦
白浜

周参見
串本

名古屋 東京

約
5
分

約30分

約10分

約5分

約35分
加太

和歌山港
貴志

なんばなんばなんば

泉佐野

和
歌
山
市

極楽橋

南海高野線南
海
本
線

高
野
山

ケーブルで

約25分

約5
分

約30 分約30 分約30分

南海加太線
わかやま電鉄貴志川線

南海
和歌
山港
線

紀州鉄道

JR線
南海電鉄
わかやま電鉄

京都

箕島

湯浅

約45分

日根野

約30 分約30 分約25分
天王寺

JR紀勢本線

和歌山

鉄　道

※JR日根野駅には一部の特急列車が停車します。

和歌山県観光連盟・和歌山県観光振興課 〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地

和歌山観光PR
シンボル
キャラクター
わかぱん

この情報誌は環境に配慮した紙とベジタブルインキを使用しています。

和歌山県のスポーツ合宿ホームページ  https://www.wakayama-kanko.or.jp/features/training-camp/

本誌掲載の内容は令和3年3月現在の情報です。内容が変更される場合がありますので、利用の際は各施設へお問い合わせください。

スポーツ王国わかやま合宿ガイド 検索

■わかやま紀州館
　〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館B1F
　TEL．03-3216-8000　FAX．03-3216-8002

■和歌山県名古屋観光センター 
　〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目16-36 久屋中日ビル4階
　TEL．052-263-7273　FAX．052-265-0327

TEL.073-422-4631 073-441-2776／FAX.073-432-8313

和歌山県でのスポーツ合宿に関するお問い合わせ


