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ＷＣ エレベーター エスカレーター 階段 非常口

ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）

宅急便受付 喫煙コーナー Ｗｉ-Ｆｉ接続可能エリア

客室（和室） 宴会場 その他施設婚礼施設客室（ツイン）

フロアのご案内

※ O.B. 表記のお部屋は、室内にお風呂がついていないことを示します。

自動販売機

多目的スペース

〒865-0016 熊本県玉名市岩崎 730
Tel 0968-72-2100 / Fax 0968-73-8445
Mail  info@shirasagiso.jp / Homepage  https://shirasagiso.jp



（車で約5分）

（車で約2分）

（車で約10分）

（車で約3分）

ホテル施設利用のご案内
Ⅰ.ホテル概要

バスの乗降

入館時整列

バス駐車場

整列スペース有り→ホテル前駐車場

下足処理

スリッパ

館内案内

館内放送

Ⅱ.生徒宿泊室

ド　ア

ルームキー

室内テレビ

有料放送

室内電話

室内冷蔵庫

部屋金庫

貴重品

寝　具

Ⅲ.食事

食事方法

献立表

Ⅳ.入浴・洗面

入 浴

病　院

玉名消防署

部屋風呂

Ⅴ.館内設備

エレベーター

自動販売機

売　店

警察署

消防署

Ⅵ.その他

緊急時

室長会議

TEL（0968）73-5000

TEL（0968-74-0110

TEL（0968）73-7117

熊本県玉名市中1950

保健所 TEL（0968）72-2184

起床時

Ⅶ.緊急時の連絡先

熊本県玉名市岩崎1004-1

別に会場が必要な場合は御相談下さい。

必要であれば起床放送、又はモーニングコールをセット致します。

靴のまま部屋へ・下足箱：各部屋に有り

各部屋に準備

1Fロビーにて、各室長に学校側より非常口・食事・風呂等の説明有り

不可

シリンダー式

生徒の使用可、マスターキーの学校側に貸し出し可

各部屋に有り。生徒使用可（撤去不可・電源は切れません）

無し

生徒の使用不可：外線カット可、内線カット不可

生徒の使用可：ロック可、現在空にしてあります。

生徒の使用可～学校側の方針をご指示願います。

貴重品袋（1部屋に1袋）をご準備致します。→フロントでお預かり致します。

一人につき、掛け布団1枚　敷布団1枚　枕1個　シーツ1枚

食事場所：人員に応じた宴会場をご準備致します。～最大400名収容可

起床時の片付け：見本をおきますので、生徒さんでお願いします

配膳方法：男女別のクラス別可

ご飯のおかわり：可

先生、添乗員様は同席にてご用意致します。→別席でも可能です。

夕食・朝食の献立表は別紙添付致します。

北館、南館に各1ヶ所

ジュースは1Fに設置（酒類・煙草はカット致します）

和風呂：60名収容　脱衣棚100　　脱衣篭54　　カラン17　　ドライヤー2

洋風呂：50名収容　脱衣棚104　　脱衣篭46　　カラン17　　ドライヤー2

時間貸切にて対応致します。→時間については、別途打ち合わせ致します。

生徒の使用不可・浴室の施錠不可

1Fロビー　営業時間：7：30～10：00　11：00～20：00

非常口（右左通路つきあたり付近）・消火栓、消火器が北館に各3ヶ所、南館に各2ヶ所

基本的に、1Fロビーにてお願い致します。

有明保健所

熊本県玉名市岩崎51

熊本県玉名市玉名2011-2

公立玉名中央病院

玉名警察署



※ ホテルしらさぎより車で２５分

※ ホテルしらさぎより車で１５分



ホテルしらさぎからはバスで１５分。

ホテルしらさぎからはバスで１５分。

ホテルしらさぎからはバスで２５分。





〒865-0016 熊本県玉名市岩崎 730

Tel 0968-72-2100
Fax    0968-73-8445
Mail    info@shirasagiso.jp
Home  http://www.shirasagiso.jp

お部屋割表

ご予約名 ご人数

名様

【内訳】　男性　　　　　　名　/　女性　　　　　名

ご宿泊日 子ども　　　　　名　/　幼児　　　　　名

備 考

様

年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　曜日　～

年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　曜日　迄

室 名 部屋Ｎｏ./内線No. 畳数（ベッド数） 人 員 備 考

楠 531 和14畳 名様

檜 532 和10畳 名様

伊吹 533 和10畳 名様

桑の木 535 和10畳 名様

桐 536 和10畳 名様

山茶花 537 和洋8畳（2） 名様

槙 431 和14畳 名様

松 432 和10畳 名様

紅葉 433 和10畳 名様

桜 435 和10畳 名様

樫 436 和10畳 名様

銀杏 437 和洋8畳（2） 名様

杉 331 和30畳 名様

楓 332 和10畳 名様

竹 333 和10畳 名様

欅 335 和10畳 名様

椿 336 和洋8畳（2） 名様

室 名 部屋Ｎｏ./内線No. 畳数（ベッド数） 人 員 備 考

かとれあ 401 特和洋8（2） 名様

さつき 402 和12畳 名様

てっせん 403 和12畳 名様

しおん 405 和12畳 名様

あさがお 406 和12畳 名様

つつじ 407 和12畳 名様

かきつばた 408 和10畳 名様

あやめ 409 和10畳 名様

からたち 411 和10畳 名様

あざみ 412 和10畳 名様

葵 301 特茶室 名様

橘 302 和洋8（2） 名様

萩 303 和洋8（2） 名様

撫子 305 和洋8（2） 名様

蔦 306 和洋8（2） 名様

石竹 307 和16畳 名様

308 ツイン（2） 名様

309 ツイン（2） 名様

311 ツイン（2） 名様

312 ツイン（2） 名様

313 ツイン（2） 名様

315 ツイン（2） 名様

ききょう 225 和10畳 名様

あじさい 226 和10畳 名様

ふじ 227 和10畳 名様

らん 228 和10畳 名様

梅 229 ツイン（2） 名様

２
階

４
階

３
階

南館

５
階

４
階

３
階

北館

～ ご利用のご案内 ～

■チェックイン     15：00～

■チェックアウト   10：00迄

クレジットカード

ＪＣＢ・ＶＩＳＡ・マスター・ＡＭＥＸ・ＵＣ

ＤＣ・ＮＩＣＯＳ・ダイナース・ＵＦＪ・セゾン

キャンセル規定

3～2日前／宿泊料金の20％

前日キャンセル／宿泊料金の20％

当日キャンセル／宿泊料金の100％

連絡なし（当日不泊）／宿泊料金の100％

駐車場

宿泊のお客様は無料

大型バスも可能（無料）

～ 館内・客室のご案内 ～

館内施設

収容／200名

客室／洋室7室、和室28室、和洋室8室

（内、特別和洋室2室、特別茶室1室）

◇洋風呂◇

「パルテノン」打たせ湯とサウナを併設

◇和風呂◇

「白鷺湯」御影石と木を多用した造り

(露天風呂あり)

※ 和風呂と洋風呂は男女交代制

宴会場（有料）

大会場2会場/中会場8会場/少会場5会場

ラウンジ1会場

その他

レストランひきの、お食事処「四季亭」

売店、自動販売機（酒：北４Ｆ・南３Ｆ/ジュース北１Ｆ）

カラオケ施設（有料）

客室設備

テレビ、電話、冷蔵庫、冷暖房、温水洗浄トイレ

アメニティ

シャンプー、リンス、石鹸、ボディソープ、
歯ブラシ、ティッシュ、浴衣、バスタオル、
フェイスタオル、スリッパ、くし、髭剃り、
シャワーキャップ

アウトバス

アウトバス

アウトバス

アウトバス
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