「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <筑後エリア>
施設名称

う
き
は

２

0943-77-2277

２２５８番３

HP URL

うきはを⽬⼀杯楽しむための拠点。光る⼭⾥

kojionoakari.com/

段で、うきはの名所やグルメを存分にお楽しみ頂けます。お洒落なコテージをお楽しみ下さい。

築150年の古⺠家と現代建築がシンクロした異次元空間で、⾮⽇常とあそび⼼を体感して下さい。

うきは市浮⽻町⼭北６９４－１

0943-73-7380

http://kifune-fukuoka.com/

清乃屋

うきは市浮⽻町古川１０９９番地３

0943-77-2188

https://kiyonoya.jp/about.html

桑之屋

うきは市浮⽻町古川１０９９－１０

0943-77-2148

https://kuwanoya.hp.gogo.jp

ニﾕー筑⽔荘

うきは市吉井町千年596

0943-74-5555

http://www.chikusuisou.co.jp

ビジネスホテルおがわ

うきは市浮⽻町⼤字古川１１２１－３

0943-77-2435

ふくせんか

うきは市浮⽻町古川１０９９－８

0943-77-3131

うきは市浮⽻町東隈上３１４番４

0943-74-3311

うきは市浮⽻町古川１０９７番地１

0943-77-2110

リバーサイドつるき荘

うきは市浮⽻町⼤字古川１０９６－１

0943-77-3181

⼤川リバーサイドホテル

⼤川市榎津２１８－１

0944-86-2200

スマイルホテル福岡⼤川

⼤川市酒⾒１０５－１

0944-89-1311

ホテル

福岡うきは店

花景⾊

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://ukiha-

きふね

虹の宿

川

TEL

うきは市浮⽻町⼩塩字中崎向２１５８番

うきは⼩塩の灯り

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

⼤

住所

2020/9/9 現在

隠れ別荘

１⽇１組限定。１棟貸切りなので気がねなく、お⼿頃なお値

博多の奥座敷湖畔にたたずみ⼼の宿。旬の素材を使った会席や野趣あふれる花でおもてなし。創業以来かけ流し飲⽤可
の源泉が⾃慢の宿。
当館は源泉かけ流しの温泉と品数豊富な会席が⾃慢の宿です。温泉はほんのり硫⻩の⾹るアルカリ成分たっぷりのトロ
トロのお湯で、様々な⼝コミで⾼評価を頂いております。当宿へのお越しをお待ち申し上げております。
近隣とは異質の源泉（ナトリウム炭酸⽔素塩⽔）を所有し、「なりは古いが中⾝は満⾜」がモットーのリピーターが多
い、アットホームな宿です。

http://www.bizhotelogawa.co

⼩さなホテルで⼼あたたまるサービス。ビジネス、観光、整体治療の際にはぜひ当館をご利⽤ください。⼼よりお待ち

m/

しております。

http://www.fukusenka.com/

トロトロ美肌の湯

天然温泉です。飲⽤の許可を取得しているので、お湯も飲めます。とても⾝体にいいです

とくに

アトピーに効きます。わんちゃんも泊まれるへやあります。

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/ukiha

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

http://hanagesiki.jp/

ホテルから１００ｍのところに⽴ちより湯（虹の湯）。家族⾵呂５ヶ所、⼤浴場２ヶ所があります。

筑後川温泉つるき荘は、筑後川河畔の温泉郷で静かでアットホームな旅館です。⼼に届くあたたかなおもてなしを⼼が
けてお待ち致します。

http://okawa.ihwgroup.co.jp/

⼤川・柳川・佐賀観光とビジネスの拠点に最適。マイホームで過ごすようにリラックスできるサービスと空間■シング
ル・ダブル１７平⽶・ツイン２５平⽶■全室ダブルベッド■佐賀市・佐賀空港へ⾞で２５分・柳川市へ⾞で１５分

https://smilehotels.com/hotels/show/fukuo
kaokawa

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

料亭・旅館 三川屋

⼤川店

⼤川市⼤字三丸１３７５－６

0944-89-3311

⼤川市⼤字向島２２２２

0944-87-3155

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/okawa/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

http://mikawaya-okawa.com/

1

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

筑後川のえつ、天然鰻、有明海の幸等の郷⼟料理を中⼼とした旅館です。⼜、広いお部屋があり、スポーツ団体、学⽣
合宿の利⽤も可能です。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <筑後エリア>
施設名称

⼤
牟
⽥

住所
⼤牟⽥市⽢⽊⽢⽊⼭１２０３－１１６

0944-58-3497

http://omuta-heights.jp/

グランドホテル清⾵荘

⼤牟⽥市原⼭町２－４

0944-56-1212

http://grandhotel-seifuso.jp/

⼤牟⽥市新勝⽴町６丁⽬３７

0120-668-126

⼤牟⽥市古町２－９

0944-53-2800

⼤牟⽥市岩本新町1丁⽬７－６

0944-31-3320

⼤牟⽥市旭町３丁⽬３－３

0944-51-1111

⼤牟⽥市⼤正町４丁⽬７－５

0944-52-2710

Ｆｒａｎｐｉｎｇ

Ｖｉｌｌａｇｅ

⽥
ニューロイヤルホテル

ＨＯＴＥＬ C＆S

ＳＨＩＮ

ホテルニューガイア

⽶

ＯＭＵＴＡ

オームタガーデン

旅館 清⾵荘

留

HP URL

おおむたハイツ

Ｓｐａ

久

TEL

⼤牟

ホテルエンナン久留⽶

久留⽶市東町２９番地１０

0942-38-3811

貸邸 満天の庭

久留⽶市⽥主丸町地徳２２１３－１

0943-72-0203

グリーンリッチホテル久留⽶

久留⽶市⽇吉町１８-１

0942-39-3000

久留⽶ステーションホテル

久留⽶市中央町２－１４

久留⽶ホテル エスプリ

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://www.franping.com/omu アメリカから直輸⼊したトレーラーハウス「ＥＶＯ」を１４台設置。室内はキッチン、トイレにシﾔワー、ベッドルー
ta/

ム、冷暖房まで備え、特別な準備なしにアウトドア気分を満喫できます。※露天⾵呂付の天然温泉あり。

http://www.newroyalhotel.com/
https://xrhjs411.wixsite.com/
hotel-cs-shin-omuta

http://www.omuta-garden.jp/

https://seifuusouoomuta.jimdo
free.com/

⻄鉄・ＪR⼤牟⽥駅から徒歩10分。コンビニ・繁華街・飲⾷店へ歩いて10分以内で移動できます。

新幹線新⼤牟⽥駅より徒歩５分。駐⾞場３５台完備。喫煙所あり

⼤牟⽥市の中⼼に位置し、グリーンランドからも⾞で15分。様々なタイプの客室と和・洋レストランを備え、ビジネス
からファミリーまで、幅広いご利⽤にお応え致します。
⼤牟⽥駅より徒歩５分、グリーンランド、動物園、飲⾷街にも近く、ご家族⽤の広いお部屋で密にならない歴史あるお
宿です。Wifi完備、⼤牟⽥市出⾝の作家内⽥麟太郎⽒のミニ⽂庫有。ご家族お友達、グループでのご利⽤お待ちしてお
ります。

http://www.ennan.co.jp/

http://www.manten-noniwa.jp/

⻄鉄久留⽶駅から徒歩2分︕天神へは電⾞1本︕久留⽶イチの繁華街からも近くビジネスだけではなく観光にも便利︕美
味しい朝⾷が⼤好評♪お肌に優しい軟⽔⾵呂や各種VOD・Wi-Fiも取り揃えています︕

貸別荘で静かなひとときをお過ごしください。

https://greenrichhotels.jp/kur

久留⽶で唯⼀ホテル内に天然温泉⼤浴場「六ツ⾨の湯」（男⼥別・サウナ付）を完備し、快適さと機能性を兼ね備えた

ume/

ワンランク上のデザイナーズホテル。活気ある繁華街は徒歩1分でビジネス・観光に抜群のアクセス

0942-36-1122

http://ksth.com

JR久留⽶駅より徒歩で約1分の所にありビジネスや観光に便利です

久留⽶市東町３３９

0942-31-1300

https://kurumehotel.co.jp

広々とした客室が⾃慢のビジネスホテルです。

久留⽶ワシントンホテルプラザ

久留⽶市東町３４－２

0942-32-0410

http://washington.jp/kurume

⻄鉄久留⽶駅より徒歩5分の⽴地に恵まれた、シンプルで機能的なビジネスホテルです。観光や仕事にご利⽤下さい。

ザ・セレクトン久留⽶

久留⽶市六ツ⾨町17-30

0942-40-5020

https://celecton.com/kurume/

⼭⽔荘

久留⽶市野中町１３１６

0942-34-4387

http://www.sansuisou.co.jp

⻄鉄久留⽶駅より徒歩１分。

2

2019年11⽉グランドオープン

⻄鉄久留⽶駅より徒歩7分。JR久留⽶駅より⾞で約5分。久留⽶の中⼼街六ツ⾨に位置

し、福岡市内からのアクセスも抜群です。

有⾺藩の別邸の⼀つの場所・⻘⽊繫の「わだつみのみやのみこと」の構想がねられた場所です。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <筑後エリア>
施設名称

久
留
⽶

住所

TEL

HP URL

萃⾹園ホテル

久留⽶市櫛原町８７番地

0942-35-5351

http://www.suikoyen.co.jp

天然⽥園温泉 ふかほり邸

久留⽶市三潴町⼤字⻄牟⽥６５５２

0942-54-6681

http://fukahoritei.com

東横イン

久留⽶市天神町３丁⽬９３－４

0942-35-1045

https://www.toyoko-inn.com

⻄鉄久留⽶駅東⼝

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
創業１３８年の伝統を今に伝えるホテルです。四季折々の姿を⾒せる⽇本庭園をぜひご覧ください。

190年の歴史を持つ⺟屋と緑豊かなお庭、5室のみの離れにはかけ流しの天然温泉付き、地元でとれた⾷材や雑穀を使
い体に優しいお⾷事をご⽤意しております。思わず深呼吸したくなるような安らぎをご堪能下さいませ。
「５つの習慣化」に取り組みます。１．スタッフのマスク着⽤、こまめな⼿洗い。２．スタッフの健康管理。３．換
気。４．設備、器具の消毒、洗浄。５．お客様にも咳エチケット、⼿洗いを呼びかけます。

安⼼して、ご宿泊くださ

い。お待ちしてます。

ハイネスホテル久留⽶

筑
後

久留⽶市天神１丁⽬６
⻄鉄久留⽶駅東⼝前

0942-32-7211

http://www.highnesshotel.co.j
p

ばんすい旅館は、⼀泊から⻑期滞在までのビジネスホテル。おくつろぎ出来る和室、お⾵呂、トイレ付きのお部屋で

晩翠旅館

久留⽶市⽇の出町２６－１

0942-32-6670

ビジネスイン・シーガル

久留⽶市花畑１－１－４

0942-38-4111

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

久留⽶市⼭川追分１丁⽬１１番３１号

0942-41-8801

ホテルセントラルイン

久留⽶市六ツ⾨町１５－３

0942-39-7211

ホテルニュープラザ久留⽶

久留⽶市六ツ⾨町１６－１

0942-33-0010

ホテルマリターレ創世

久留⽶市東櫛原町９００

0942-35-3511

湯の坂

久留⽶市野中町湯の坂1235番地

0942-33-4126

湯元 ⼩林

久留⽶市⽥主丸町菅原２２５１－２

0943-73-7820

旅館 錦⽔

久留⽶市野中町１３５－３６

0942-43-7325

筑後船⼩屋 公園の宿

筑後市津島２１０８－１

0942-42-1126

http://www.kouennoyado.jp/

船⼩屋温泉 ホテル樋⼝軒

筑後市尾島805-1

0942-52-2101

https://www.higuchiken.co.jp

福岡久留⽶店

久留⽶温泉

⻄鉄久留⽶駅より徒歩0分。朝のパン・ドリンク無料サービス。

す。⼼を込めたお⾷事でおもてなしいたします。

https://seagulls.co.jp

特急停⾞駅、⻄鉄花畑駅前の⼩さなホテルです。住宅街に囲まれた静かな環境で、繁華街へは徒歩10分程度。決して
ゴージﾔスなホテルではありませんが、1泊宿泊から⻑期間滞在まで、リーズナブルなプランをご⽤意。

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/kurume/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

http://www.acty21.com/centr
al/

http://www.newplaza.net

http://www.hotelsousei.jp/uru
me/
http://www.kurumeonsen.com

⻄鉄久留⽶駅から徒歩８分と交通⾄便な都⼼に位置しておりバリエーシﾖン豊かに揃えたルームタイプを⽤途にあわせ
て選ぶことができます（くつろぎの６タイプ、全２６４室）

ゆとりとくつろぎのホテル。全室ジﾔグジー付。朝⾷はルームサービスで癒のひとときをお過ごし下さい。

宿泊︓⽇帰り温泉施設

天然⾃噴温泉源泉掛け流し

泉質:アルカリ性硫⻩

泉温︓48℃

沸出量︓９４L（⾃噴）

http://yumotokobayashi.com/

ちょっと近場で旅⾏気分。料理⾃慢の宿。ビジネスやファミリー連れに幅広くご利⽤いただける旅館です。⼼づくしの
おもてなしとゆったりとした時間をお過ごしください。

3

筑後七国の四季恋懐⽯と絶景湯処。観て、⾷べて、恋をして、泊まって感動。6F最上階には、清流⽮部川と400年クス
群の公園を眼下に⼀望できる展望浴場をお楽しみ下さい。
令和2年3⽉客室＆⼤浴場改装済み。おいしい料理は多くのお客様にリピートして頂く魅⼒のひとつ。接客やサービスの
評価も⾼く⼤楠林、⽮部川の⾵景や貸切露天も⼈気︕全客室にwifiと空気清浄機も完備。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <筑後エリア>
施設名称

筑
後

み
や
ま
柳
川

住所

TEL

HP URL
https://www.avenue-

ホテルアベニュー筑後

筑後市⼤字⼭ノ井松原２１３－１

0942-54-2111

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

筑後市⼤字熊野58-1

0942-52-9901

ホテルエルモント

筑後市⼤字⼭ノ井138-22

0942-53-2008

http://www.elmont.co.jp

ＭＥＩＪＩＫＡＮ

筑後市⼤字⼭ノ井138-23

0942-52-5353

http://meijikan.jp

正⿓館

みやま市瀬⾼町下庄２３１２－２

0944-62-2070

たかとり旅館

みやま市瀬⾼町⻑⽥１６５４－１

0944-62-3369

かんぽの宿柳川

柳川市弥四郎町１０－１

0944-72-6295

さいふ屋旅館

柳川市椿原町４５

0944-72-2424

ホテルニューガイア柳川

柳川市三橋町下百町１番地１４

0944-75-1705

ホテルルートイン柳川駅前

柳川市三橋町下百町２１０番地１０

柳川 ⽩柳荘

福岡筑後店

group.jp/

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
ＪＲ⽻⽝塚駅より徒歩2分。ビジネスや観光に便利なビジネスホテルです。

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/chikugo/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

筑後の中⼼地であるJR⽻⽝塚駅の前、また九州新幹線「筑後船⼩屋駅」から⾞で４分というアクセス抜群の⽴地に、充
実の設備とくつろぎの都市型ビジネスホテル。全館内無料Wi-Fi光インターネット通信も完備。
筑後で100年続くMEIJIKAN。1Fは本屋とカフェ、2Fはギﾔラリー、３・４Ｆは宿泊施設（アートホテル）へリノベー
ションし、地域内外の様々な⼈たちの新しい交流の場へ⽣まれ変わりました。

http://fbtakatori.com

https://www.kanponoyado.jap 川下りを眼下に望む。堀沿いの温泉ホテルです。当館⾃慢のJH8.3の天然温泉は⼀度⼊ればお肌ツルツル。5階展望⼤
anpost.jp/index.html

浴場、客室、レストラン等からの眺めは⾵情があり、1階に露天⾵呂・サウナがございます。

http://saifuya-ryokan.com/

http://www.hotelnewgaea.co

柳川名物の川下り乗船場はホテルのすぐそば。⻄鉄⼤牟⽥線「柳川駅」から徒歩3分。繁華街へも徒歩圏内ですので、

m/yanagawa/

観光にもビジネスにも⼤変便利なホテルです。

050-5824-4101

http://www.route-inn.co.jp

⻄鉄柳川駅より1分

柳川市新町１６番地

0944-73-1188

https://www.hakuryusoh.co.jp

柳川市三橋町柳河８７４

0944-73-3182

http://kisensou.com

柳川市沖端町７

0944-85-8987

http://www.hori-wari.com

柳川市新外町１番地

0944-73-2189

http://www.ohana.co.jp/

柳川ビジネスホテル

柳川市三橋町⾼畑２４３－１

0944-74-1500

若⼒旅館

柳川市三橋町⾼畑３２７

0944-72-2009

柳川温泉ホテル

輝泉荘

柳川ゲストハウス

柳川藩主⽴花邸

ほりわり

御花

⽔路に囲まれた緑の中に静かに佇む⽩柳荘。⾃慢の庭園は、深々とした緑、野⿃のさえずりが共鳴し季節の移ろいを感
じます。⽞関から趣溢れる箱庭がお出迎え、庭園を囲んだ憩いの空間が優しくおもてなし致します。
柳川で数少ない天然温泉が楽しめる宿。溢れ出す源泉は湯量も豊富。有明海で捕れた新鮮な海の幸を使った柳川料理を
ご堪能くださいませ。
地域のもの、こと、⼈を紹介している宿です。柳川、筑後、九州、⽇本をご紹介しています。宿を寝床に、柳川、筑後
のまちを楽しんで下さい。
柳川藩主⽴花家の歴史を伝える7千坪の国指定名勝内に建つ料亭旅館。明治末期に造られた伯爵邸と庭園が当時のまま
残り、趣ある伯爵居室を利⽤した料亭でのお⾷事や、⽇本庭園「松濤園」を⾒下ろす部屋に宿泊できる。
⻄鉄柳川駅より徒歩4分。川下り乗船場に隣接して観光にもビジネスとしても最適です。

http://wakariki.main.jp
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当館は明治時代の趣を残す古い旅館です。柳川の歴史を感じながら、ゆっくりとお過ごしください。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <筑後エリア>
施設名称

⼋
⼥

住所

TEL

池の⼭キャンプ場

⼋⼥市星野村１０８７４

0943-52-2910

池の⼭荘

⼋⼥市星野村字⿇⽣１０７８０－58

0943-52-2082

奥⼋⼥別邸 やべのもり

⼋⼥市⽮部村⽮部3343

0943-22-8004

旧貸本屋

⼋⼥市本町１７９－６

080-1485-4202

ｇｕｅｓｔ ｒｏｏｍ

くつろぎの森 グリーンピア⼋⼥

コテージ

⼋⼥市⿊⽊町⽊屋10905

0943-42-2400

くつろぎの森 グリーンピア⼋⼥

ホテル

⼋⼥市⿊⽊町⽊屋10905

0943-42-2400

⼋⼥市⿊⽊町笠原１１２６０

090-7263-5544

⼋⼥市本町２６４

080-1485-4202

天空の茶屋敷 (Ｓｋｙ

Ｔｅａ

Ｈｏｕｓｅ)

泊まれる町家 川のじ

ＮＩＰＰＯＮＩＡ

ＨＯＴＥＬ

星の⽂化館

⼋⼥福島

商家町 ⼋⼥市本町204番地

0120-210-289

⼋⼥市星野村１０８２８－１

0943-52-3000

⼋⼥市本村539

0943-24-5101

明⽉荘旅館

⼋⼥市本町2-350

0943-24-2121

⼋⼥グリーンホテル

⼋⼥市本町47-1

0943-22-2156

リゾートホテル上陽

⼋⼥市上陽町北川内２９１４－１

0943-54-3030

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

福岡⼋⼥店

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://www.hoshinomura-

⿇⽣池を囲むようにロッジ、バンガロ－が⽴ち並ぶ池の⼭キャンプ場。キャンプ初⼼者からご利⽤できるよう貸出もご

ikenoyama.com

ざいます。今⼈気のフリ－テントサイトもございます。

http://www.hoshinomura-

奥⼋⼥にある温泉宿泊施設で、⽊の⾹り漂うモダンな造りに14室のゲストルームをご⽤意しております。温泉の泉質は

ikenoyama.com

アルカリ単純泉で、お肌がすべすべになります。

福岡市から⾞で約１時間。明治期築の蔵を⼤幅にリノベーション。近くに久留⽶絣「もんぺ」を製造販売している「う
なぎの寝床」さん。１階は洋菓⼦店。周りは⽩壁の町並み。夏は涼しい川遊びができるスポットもあります。
http://www.greenpia-

標⾼460mの⼤⾃然の中、「森林セラピー」認定の宿。⼀年を通して四季折々の草花が咲きます。地下1600m湧き出

yame.com

る天然温泉と、地元素材を使⽤したお料理、森林浴で⼼も⾝体もリフレッシュ頂ける施設です。

http://www.greenpia-

標⾼460mの⼤⾃然の中、「森林セラピー」認定の宿。⼀年を通して四季折々の草花が咲きます。地下1600m湧き出

yame.com

る天然温泉と、地元素材を使⽤したお料理、森林浴で⼼も⾝体もリフレッシュ頂ける施設です。

https://www.skyteahouse.com 標⾼460Mにあり、周囲をお茶畑で囲まれ、⻑い間空き家になっていた⺠家を地域の⼈と外からやってきた⼈々が協⼒
/

しあって改修しました。

https://www.yame-

福岡市から⾞で約１時間。⼀棟まるまる貸切なので、グループ旅⾏に最適。隣は久留⽶絣「もんぺ」を製造販売してい

machiya.com/

る「うなぎの寝床」さん。周りは⽩壁の町並み。夏は涼しい川遊びができるスポットもあります。

https://www.yame-

⽟露⽇本⼀の産地である⼋⼥に「TEAHOTEL」をコンセプトに２０２０年3⽉オープン。築１００年以上の建物をリノ

fukushimastay.com/

ベーションした⾮⽇常の空間で、⼋⼥の美しい⽩壁のまちなみや、お茶の本質を愉しんでいただけるホテルです。

http://hoshinofurusato.com

九州最⼤級の望遠鏡を2機備えた全国でもめずらしい「泊まれる天⽂台」です。九州でも屈指の星空のもと、宿泊者限
定のプラネタリウムと観望会に参加いただけます。

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/yame/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

明⽉荘は明治42年に創業しました。令和2年に新築。⼋⼥福島⼋幡神社の南側の堀漆に接し神社境内の樟の⼤⽊を眺め
⾃然の⾵景に接します。
https://www.yamegreenhotel.j ひなの⾥⼋⼥市中⼼部に位置し筑後地区では唯⼀展望浴場のあるビジネスホテルです。全プラン和朝⾷付無料駐⾞場
p/

（３ｔ〜有料）も完備しております。館内沖縄居酒屋営業中。

https://www.yamejyoyogc.com/
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ホテル以外にもロッジも場内にございます。

