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日光東照宮日光二荒山神社 日光山輪王寺

田母沢御用邸記念公園 憾満ガ淵・化け地蔵

神橋竜頭の滝

車で約４０分 徒歩約８分

車で約３０分 徒歩約５分 徒歩約２０分

中禅寺湖・華厳の滝

徒歩約８分徒歩約８分徒歩約８分

千姫物語より周辺の名所旧跡までの所要時間
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※客室のお風呂は温泉ではございません。

※東照宮側（駐車場側）の景観です。



フローリング。最大18

人までの少人数のご
宴会から会食・会議・
商談まで対応が可能
です。

六・七重（十二単）
45帖、和室、または洋室とし
て自由にレイアウトが可能で
す。最大約４０名様まで対応
が可能です。親しい方々との
和やかな時間をお楽しみくだ
さい。

大宴会場「十二単」 一重～七重分割可能

185帖、最大200名様のご宴会が可能です。
また、7分割にすることが可能で、人数に合わせてご活用
いただけます。一重にはステージを配し、七重には床の間
がございます。

多くのご要望にお応えいたし
まして、畳みの上での椅子・
テーブル形式を導入いたしま
した。ご希望により従来どお
りの座椅子・大名膳でのご用
意も可能です。

コンベンションホール「金鳳花」
350㎡、立食で300名、着席で180名まで、華やかな
パーティー、会議・総会をはじめ、披露宴・叙勲・褒章
の祝賀会や各種セミナー
など、多目的にご利用い
ただけます。

宴会場・会議室のご案内 2階宴会場「十二単」ではアットホームな会食から200人のご宴会まで、コンベンションホール「金鳳花」で
は少人数の会議から150人の御披露宴まで、用途、規模にあわせてご活用いただけます。

ロノ字会議スタイル
（2/3スパン例）

立食ビュッフェスタイル

商談スタイル例

ロノ字会議スタイル

各種ご料金 ※下記料金は別途消費税（８％)がかかります。

◆和食宴会お食事 6,000円～ ◆コンパニオン90分 15,000円
◆洋食コース料理 5,000円～ 延長30分 5,000円

◆カラオケ代 120分 15,000円

◆飲み放題 90分 3,000円 120分 3,500円
(飲み放題メニューは酒、ビール、焼酎、ウィスキー、ソフトドリンクになります。)

◆会議場費 時間により料金設定しております。ご相談下さい。

中宴会場「曲水」

コンベンションホール

大宴会場六・七重



宴会場・会議室のレイアウト例

上座5 床の間付き宴会場例（約80名) 上座3 舞台付き宴会場例 テーブル間なし（約80名） 上座4 床の間付き宴会場例
コの字スタイル（約20名）コンパニオン用椅子あり

ロの字 イステーブル・会食スタイル コンベンション ビュッフェスタイル （約120名） スクール形式 200インチ（リース） 約160名

スクール形式 200インチ（リース） 約160名 スクール形式 100インチ 約120名 スクール形式 100インチ 約120名



宴会場・会議室のレイアウト例（120名）
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千姫物語おすすめ昼食

昼御膳 「千の絢」
3,500円

季節の風流を味わう

おひとり様　　　　　　　　(税別)

せんのあや

昼御膳 「千の爛」

日光名物湯波と旬の菜

4,500円おひとり様　　　　　　　　(税別)

せんのらん

昼御膳 「千の麗」
おひとり様　　　　　　　　(税別)5,500円

栃木県産牛と湯波料理
せんのれい

おしながき

●季節の旬の特選素材を使用しております。季節により料理内容が若干変更する場合がございます。

おしながき おしながき
一、先　付　日光湯波の刺身
一、小　鉢　季節の三種盛り
一、日光湯波彩り
　　小　鉢　八寸季節の盛り合わせ
　　小　鉢　旬の焼き物
　　小　鉢　胡麻豆腐
　　小　鉢　日光湯波と
　　　　　　　　季節の炊き合わせ
一、温　物　季節の菜のお味噌汁
一、蒸し物　千姫豆腐
一、香の物　日光たまり漬
一、御　飯　栃木県産こしひかり釜飯
一、デザート

一、先　付　日光湯波の刺身
一、前　菜　季節の三種盛り
一、吸　物　湯波のお吸物
一、造　里　旬の魚の盛り合わせ
一、台　物　日光湯波豆乳鍋
一、焼　物　旬の焼肴
一、煮　物　日光湯波の焚き合せ
一、蒸し物　千姫豆腐
一、油　物　豆乳巻織揚
一、香の物　日光たまり漬
一、御　飯　栃木県産こしひかり釜飯
一、デザート

一、先　付　日光湯波の刺身
一、前　菜　季節を彩るり合わせ
一、吸　物　湯波と菜のお吸物
一、造　里　旬の魚の盛り合わせ
一、焼　物　季節の魚の焼き物
一、台　物　栃木牛と湯波の
　　　　　　　豆乳しゃぶしゃぶ
一、煮　物　湯波信田巻
一、油　物　豆乳巻織揚
一、蒸し物　千姫豆腐
一、小　鉢　胡麻豆腐
一、香の物　日光たまり漬
一、御　飯　栃木県産こしひかり釜飯
一、デザート



大浴場のご案内 『美容と健康』をテーマにした 千姫《日光浴ゾーン》

肌にやさしいシルキーバス、心も体も癒されるジェットバス、

体への負担が少ないテルマーレミストサウナ、開放的な露天風呂。

四季の移ろいを感じるウッドデッキと心地良い趣の湯あがりコーナー。

千姫が織りなす湯づくし情緒が、美容と健康へ誘ってくれます。

営業時間：内風呂、露天風呂 13:00～24：00
翌朝 5:00～10：00

サウナ、シルキー、ジェットバス 13:00～24:00
翌朝 5:00～10:00



 

二次会のご案内 ※下記料金別途消費税(8％)が掛かります。

くらぶ「九重」 営業時間
19：30～24：00

ピアノカウンターのあるクラブ♪

ピアノの生演奏で歌うことができます。大切な人と

語らうのもよし、大勢の仲間とワイワイと楽しむのも

よし。カップルプランや二次会プランなど、ご予算・

目的に応じて承ります。

料金 テーブルチャージ 1,000円
カラオケ（1曲） 300円

ビール（中瓶） 850円
焼酎各種（グラス） 600円～

（ボトル） 5,000円～

2次会プラン（飲み放題・歌い放題・おつまみ付）

90分 3,000円
120分 3,500円

※テーブルチャージも料金に含まれております。

<飲み放題メニュー>
ﾋﾞｰﾙ・焼酎(JUN)・日本酒・ｳｨｽｷｰ(Bell)
ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ各種(ｻﾜｰ・ｿｰﾀﾞ除く)
ピアノの生演奏で歌えます。

◆ご注意◆

原則的には、こち
らの会場は貸切
には出来ません。

ピアノ生演奏のた
め、21時まではカ
ラオケはご使用で
きません。

カラオケルーム「かぐや姫」

仲間だけで盛り上がりたいときには個室のカラ
オケルームが最適♪定員24名と小団体でもご
利用可能です。

料金 ルームチャージ/1時間 5,000円

延長30分毎 2,000円

※女性グル―プのルームチャージは4,200円となります。

お得なセットプラン

Aセット（芋焼酎セット）
オリジナル焼酎「千姫」1本、氷、水
通常（ルームチャージ1時間込）

￥9,000を ￥8,000

Bセット（ウイスキーセット）
サントリー「各」1本、炭酸5本、氷、水
通常（ルームチャージ1時間込）

￥11,550を ￥10,000

コンベンションホール「金鳳花」

大人数での貸切2次会におすすめの会場です。

コンベンションホール「金鳳花」にて円卓・イス席

の会場をご用意いたします。

2次会プラン（飲み放題・歌い放題・おつまみ付）

90分 3,000円
120分 3,500円

<飲み放題メニュー>
ﾋﾞｰﾙ・焼酎(JUN)・日本酒・ｳｨｽｷｰ(Bell)
ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ各種(ｻﾜｰ・ｿｰﾀﾞ除く)
ピアノの生演奏で歌えます。

※直前に会議や宴会の利用がある場合、会場セ
ッティングのためにお時間をいただく場合がござ
います。



 

館内のご案内  ※下記料金で特に表示がない場合は別途消費税（8％）がかかります。

ラウンジ「花衣」
営業時間

ピアノ生演奏
　　「千姫の夕べ」
演奏時間19:30 ～21：00

( 入場無料 )
お好きな曲のリクエス

トが可能です
お飲物：各種 500円

コーヒー・紅茶・ソフトドリンク 各 500 円
抹茶セット（和菓子付き）　　　　　　　700 円
ビール（中瓶）　　　　　　　　　　　　　　800 円

おみやげ処「玉手箱」
営業時間

日光の銘菓・名物日光湯波・

地酒 千姫オリジナル商品から

ハイセンスな和風小物まで多

くのお土産品をご用意いたし

ております。

　 　 　

 生ビール 
営業時間：7：30～24：00 

殿グラス( 約 300ml) 400円 
姫グラス( 約 150ml) 250円 

ラウンジ「花衣」 ラーメン処「めんくい姫」
湯あがりに、ご休憩に、お夜食にお気軽にご利用く
ださい。

コーヒー＆ソフトアイス
営業時間： 7:30～21:30

ホット・アイスコーヒー　 300円

らーめん
営業時間： 21：00～24：00

殿ラーメン 　800円
姫ラーメン 　400円

営業時間 13:00～22:00　（最終受付 22：00）

◇酵素風呂 　3,500円（税込）
◇フェイシャルトリートメント

30分～　　　　　4,860円（税込）～
◇ボディトリートメント

　　30分～　　　　　4,860円（税込）～

◇酵素風呂ｽﾍ゚ ｼｬﾙﾊ ﾌーｺ ｽー   
14,300 円（税込）

（酵素風呂＋ﾎ ﾃ゙ ｨ゙ｰ 50分　
　　　＋ﾌｪｲｼｬﾙ 30分）

癒しの空間で、時を忘れてみませんか。

東洋整体 営業時間　17：00～23：00
時間外も対応いたします。御相談下さい。

千姫が自信を持っておすすめする整体術。その
場でスッキリ、次の日もスッキリ！　信じられな
い効き目を実感します。

※施術室（２F）または お部屋にて承ります。

料金

　　　

◇クイック（20分） 2,500円

◇標準（40分） 5,000円

7：30～21：00

日光の歴史を偲ばせるような「日本古来の美しさ」を
取り入れたラウンジからの眺めは、季節の移ろいを感
じさせてくれます。

7:30 ～ 21:30



団体様用お飲物等料金表

850



企業・団体様専用のアイテムを作成致します。

①看板類 ②宴会用懐石マット・箸袋

③名入れメニュー表・資料集

3,600mm×500mm宴会場横看板

玄関立看板

歓迎

作製費 @\3,000(税別)

作製費 @\3,000(税別)

作製費 @\50(税別)

資料Ａ４版１枚@\40(税別)

歓  迎

名入れメニュー表

名入れ箸袋(箸付)

作製費 @\100(税別)

歓  迎

作製費 @\50(税別)

ご指定の文字等お入れできます。

宴会用名入れ懐石マット

ロゴ・指定文字席札等

作製費 @\80(税別)

④席札等

歓 迎

千姫御膳
月替わり懐石

御献立

○○○○○○御一行様

指定ロゴマーク

○○○○○○御一行様

指定ロゴマーク

○
○
○
○
○
御
一
行
様

　 指定
ロゴマーク

○○○○○○御一行様

指定ロゴマーク

○○○○○○御一行様
　 指定
ロゴマーク

指定ロゴマーク

平成24年○月○日



世界遺産の日光で会議と宿泊

各種会議

国際会議

研 修

展示会等

セミナー

国際交流事業

学 会

スポーツ事業



500ｍ圏内に所在する会議会場

日光東観荘

大谷川

●

●
●

日光総合会館

日光千姫物語

ホテル春茂登

国道１２０号

まかない坂

●日光東照宮
日光二荒山神社

家光廟大猷院

西
参
道

●ホテル清晃苑

● ばけもの坂

安川町交番

神橋

日光山
輪王寺

表
参
道 ●

●

日光山輪王寺
　 紫雲閣

日光東照宮客殿

●

●

  

至 東武・ＪＲ日光駅

至 中禅寺湖

日光金谷ホテル

小槌の宿鶴亀大吉

①



日光東照宮客殿

収容人数：約300名
丹下健三が造った日光東照宮客殿は平成７(１９９５)年に完成した施設で、社務所を
併設している。賓客用の客室のほか、３００人収容の多目的ホールなどもあり、会
議、披露宴や各種パーティーなどにも利用できる。

②



日光山輪王寺「紫雲閣」

収容人数：約70名
紫雲閣は、約1200年の歴史を有する輪王寺の布教活動・仏教文化の向上を目的として
明治時代に創建された施設です。現在の建物は、その約１００年後の昭和６１年に新
築され、近代的設備を伴って一新されたものです。一階のホールは、講演・会議・展
覧会・休憩所などとして、また二階の仏間は、法話・写経・茶会など多目的に利用で
きます。

③



日光総合会館

大会議場 100名収容

中会議場 50名収容

小会議場 30名収容(2ヵ所)

小会議場 20名収容

プロセニア型ホール 934席

④



日光金谷ホテル

収容人数：約180名
日光金谷ホテルは、1873年（明治6年）6月開業。現存する日本最古のリゾートクラシ
ックホテルとして、登録 有形文化財、近代化産業遺産に指定されている。

⑤



日光千姫物語
収容人数：約200名

日光東照宮まで徒歩５分の特別景勝地に位置し、四季折々の日光連山を
１８０度のパノラマで望める純和風旅館です。

⑥

グループプランを見る 女子会プランを見る 忘新年会企画を見る

https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=OOfBlvyq3r
https://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=tHguN7132j
http://www.senhime.co.jp/pdf/senhime-enkai2016.pdf
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