
 アゴーラ・ホテルアライアンスの今井荘(所在地:静岡県賀茂郡河津町見高 127、支配人:吉羽 隆彦、客室
数:45室)は、2015年度の春のプランを 2014年 12月 20日（土）より販売開始します。 
 
	 2015年度の春は、老舗旅館のおもてなしとともに一足早い伊豆の春を満喫できるプランをご用意しまし
た。河津町内で2月10日（火）より開催される河津桜まつりに伴う「桜会席プラン」の他、伊豆名産の脂の
乗った金目鯛を旬の素材とともにしゃぶしゃぶでご提供する食彩プランや連泊プランなど、当館自慢の温

泉とともに伊豆の春をご堪能いただけます。 
 
	 また、この時期の伊豆では、古く江戸時代後期より現代に伝わる「雛のつるし飾りまつり」が開催され

る他、温暖な気候を生かしたミカン狩りやイチゴ狩りなどのアクティビティも充実しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 年に創業 80 周年を迎えた当館は、老舗旅館ならではの「礼」と「おもてなし」を大切にし、庭続き

の砂浜の先に広がる海や、客室や露天風呂から伊豆七島を一望するロケーションを誇ります。湯量豊かな

温泉と滋味あふれる料理は、ご家族連れをはじめ、お仲間同士でのお集りのなど、多くのお客様にご好評

をいただいています。 
	  
	 今井荘は、アゴーラのビジョンである「美しい日本を集めたホテルアライアンス」のもと、古き良き日

本のおもてなしを提供しつつ、地域に貢献できる宿を目指してまいります。 
 

 

 

 

 

 

報道関係者各位 
 

アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆 
2014年 12月吉日 

「浜辺の波音と星空が教えてくれる古き良き日本の静養地」 

〜 伊豆 今井浜温泉  今井荘〜 

【２０１5 年度春のプラン】 

◇河津桜で一足早く春を満喫 「桜会席プラン」 

◇伊豆名物・金目鯛を堪能 「春の食彩プラン」 

◇老舗旅館でおこもり滞在「今井荘 連泊プラン」 

【本リリース・ご取材・宿泊券プレゼント等に関するお問い合わせ】	 

株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ	 担当：平出	 

〒105-0001	 東京都港区虎ノ門 5-2-6	 虎ノ門第 2ワイコービル 7F	 

TEL.03-3436-1860	 FAX.03-3436-1861	 

 



〜プラン概要〜	 

 
河津桜で一足早く春を満喫「桜会席プラン」	 

	 

一足早く春の訪れを告げる「河津桜」を、温泉と桜鯛をはじめとする春の食材を使用した会席料理とともにご堪能い

ただけるプランです。「河津桜」は伊豆の温暖な気候と早咲きであることから、例年 2 月上旬に開花し始めて約 1 ヵ

月で満開を迎えます。また、開花の過程を楽しめることに加え満開を長く維持する特徴もあります。なお、河津町内

では 2 月 10 日（火）〜3 月 10 日（火）の期間、「河津桜まつり」が開催されます。 

 

【期間】2015 年 2 月 10 日（火）〜3 月 31 日（火） 

【料金】25,920 円〜（大人 1 名 1 泊 2 食付、１室 2 名利用、 

     サービス料・消費税込、入湯税別） 

【食事】夕食：桜会席 

     朝食：和朝食 

【特典】◆「河津桜まつり」期間中、夜桜鑑賞無料送迎 

     ◆桜の花びらを浮かべたリキュールプレゼント 

     ◆到着時、お抹茶サービス 

     ◆お好きな色浴衣を選択（女性限定） 

     ◆貸切風呂優待（1,620 円） 

     ◆伊豆急行 河津駅まで無料送迎（要事前予約） 

 

	 

	 

伊豆名産・金目鯛を堪能「春の食彩プラン」	 

 
伊豆名産の金目鯛を中心に、筍や蕗など春の山海の恵みを盛り込んだ会席料理をお楽しみいただける

プランです。伊豆・下田港は金目鯛の水揚げ量日本一を誇り、春から夏にかけては金目鯛の産卵期に

あたることから最も脂が乗っている時期とも言われています。同プランでは 2名様につき金目鯛を 1
尾ご用意し、旬の野菜とともにしゃぶしゃぶでご堪能いただけます。 

 

【期間】2015 年 4 月 1 日（水）〜6 月 30 日（火） 

【料金】25,920 円〜（大人１名１泊 2 食付、１室 2 名利用、 

     サービス料・消費税込、入湯税別） 

【食事】夕食：春の食彩会席 

     朝食：和朝食 

【特典】◆お好きな色浴衣を選択（女性限定） 

     ◆到着時、お抹茶サービス 

     ◆整体マッサージ優待（20％OFF） 

      ◆伊豆急行 河津駅まで無料送迎（要事前予約）  

     	 
 

 

 

	 

	 

	 
 

 

 

 

 

     

 

※桜鯛は時期や食味に対応した呼称として、春

先に漁獲される真鯛を指しています。 



 

老舗旅館でおこもり滞在「今井荘	 連泊プラン」	 

 
伊豆の老舗旅館の滞在をゆったりとご堪能いただけるお得な連泊プランです。滞在中には、大浴場や海を

望む自慢の露天風呂はもちろんのこと、源泉掛け流しの貸切風呂を 1回無料でご利用いただけます。また、
近隣ではこの時期ならではの「河津桜まつり」をはじめ、「雛のつるし飾りまつり」などのイベントや、

干物づくりやミカン狩り、イチゴ狩りなどアクティビティも充実しています。滞在とあわせて春の伊豆を

存分にお楽しみいただけます。 
 
 

【期間】通年 

【料金】19,000 円〜（大人１名１泊 2 食付、１室 2 名利用、 

      サービス料・消費税込、入湯税別） 

【食事】夕食：和会席 

     朝食：和朝食     

【特典】◆貸切風呂無料（滞在中 1 回） 

     ◆整体マッサージ優待（20％OFF） 

     ◆お好きな色浴衣を選択（女性限定）  

      ◆伊豆急行 河津駅まで無料送迎（要事前予約）  

 

       

 

 
【予約およびお客様からの問い合わせ先】 

今井荘 
〒413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高 127 

TEL.0558-34-1155 FAX.0558-34-1174 
www.imaiso.jp 

伊豆の春のイベント	 ＆	 アクティビティ	 

	 

■ 第25回河津桜まつり	 
開催期間：2015	 年2月10日（火）〜3月10日（火）	 

河津桜まつり公式サイト：

http://www.kawazu-onsen.sakura.ne.jp/sakura/index.html	 
	 

■ 伊豆	 稲取温泉	 雛のつるし飾りまつり	 
開催期間：2015年1月20日（火）〜3月31日（火）	 

稲取温泉旅館共同組合公式サイト：www.inatorionsen.or.jp/hina_sp/	 
	 

■ 干物づくり体験 
開催期間：通年 
舟戸の番屋 公式 HP: funadonobanya.web.fc2.com 
 
■ 春の味覚狩り体験 
【ミカン狩り】収穫体験農園ふたつぼり 
期間：〜2015年 6月 
公式 HP: www.geocities.jp/frdnr535/ 
【イチゴ狩り】ストロベリー金指園 
期間：2014年 12月 20日〜2015年 5月 10日頃 



今井荘／ IMAISO 

 

所在地：   〒413-0503	 静岡県賀茂郡河津町見高 127 

 TEL: 0558-34-1155	   FAX: 0558-34-1174 
 www.imaiso.jp 

 

開業日  ：	 1934年（昭和 9年） 

 

建物概要：  敷地面積／4,154.03㎡ 

  ホテル延床面積／8,450.16㎡  

           	  階層／地上 10階 

	 	 	             	    

営業施設：	 客室数／45室（全室オーシャンビュー） 

  温泉／露天風呂、大浴場、貸切風呂、サウナ 

  ラウンジ／1 

	 	 	 	 	 	   宴会場／7 

	 	 	 	 	 	 	 その他／会議室、リラクゼーション施設、売店、駐車場 

             【温泉について】 

	 	 	 	 	 	  源泉名・泉質－今井浜温泉・ナトリウム塩化物泉 

	 	 	 	 	 	          効能－神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、打ち身リューマチ、慢性消化器疾患、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 冷え症、疲労回復、病後回復、婦人病、虚弱児童、痔疾、切り傷、火傷、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  慢性皮膚症など 

＜大浴場＞	  男女各 1（加水・循環） 

             泡沫浴、圧注浴、サウナを完備。 

             ＜露天風呂＞ 眼下に海が広がり潮の香りや波音に癒されるお風呂。 

           潮のかおりやおだやかな流れを聴いて落ち着けるお風呂。（加水・循環） 

             ＜貸切風呂＞ 檜の円形の浴槽の「煌き(きらめき)」と四角い浴槽の「曙(あけぼの)」 

                         （加水・掛け流し）※要予約 

 

◇アクセス 

 

Øお車でお越しの場合 

・ 東京から東名高速道路小田原・厚木 ICを降り、国道 135号を下り、約 120分 

・ 名古屋、大阪から東名高速道路沼津 ICを降り、国道 136号から踊り子ラインを下り、約 120分 

Ø電車でお越しの場合 

・ 新幹線（こだま）で熱海駅乗換え、伊東経由伊豆急行「今井浜海岸」駅下車 

徒歩  3分 

       東京より、約 2時間 30分／名古屋より、約 3時間 40分／ 

       大阪より、約 4時間 30分 

・ 踊り子号にて、直通伊豆急行「河津」駅下車、タクシーにて約 5分	  

無料送迎あり（要予約） 

 

 

 



 

◆アゴーラ・ホスピタリティーズについて	 

	 

正式名称：	 	 	 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ	 

代表：	 	 	 	 	 浅生	 亜也	 

本社：	 	 	 	 	 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-2-6	 虎ノ門第 2ワイコービル 7F	 	 

事業内容：	 	 	 ホテル及び旅館の運営・再生・開発	 

資本金：	 	 	 	 5,749 万円	 

関係会社：	 	 	 	 	 	 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント野尻湖	 

	 	 	 	 	 	 	 	 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆	 

	 	 	 	 	 	 	 	 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント佐賀	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪	 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント東京	 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺	 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント福岡	 

総ホテル数	 :	 	 	 	 10 施設	 	 	 

総客室数	 	 :	 	 	 	 864 室	 

運営ホテル	 :	 	 野尻湖ホテル	 エルボスコ(所在地：長野県上水内郡信濃町大字古海	 	 客室数：50 室)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 今井荘（所在地：静岡県賀茂郡河津町見高	 客室数：45 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 南山荘（所在地：静岡県伊豆の国市長岡	 	 客室数：33 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 古湯温泉 ONCRI/おんくり	 (所在地：佐賀県佐賀市富士町古湯	 	 客室数：38 室)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ホテル・アゴーラ	 リージェンシー堺	 (所在地：大阪府堺市堺区戎島町	 客室数：241 室)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ホテル・アゴーラ大阪守口（所在地：大阪府守口市河原町	 客室数：175 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 アゴーラ・プレイス浅草（所在地：東京都台東区寿	 客室数：145 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ（所在地：福岡県福岡市中央区輝国	 客室数：48 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 信州	 諏訪湖	 上諏訪温泉	 油屋旅館（所在地：長野県諏訪市湖岸通り	 客室数：37 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 旧軽井沢ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢	 客室数：52 室	 	 	 	 	 	 	 	 	 

URL:	 	 	 	 	 	 www.agorahospitalities.com	 

 


