
 アゴーラ・ホテルアライアンスの南山荘(所在地:静岡県伊豆の国市長岡1056、支配人:西尾恵介、客室数:33室)

は、コンセプトルーム「文豪が逗留する部屋」の誕生に伴い、「文豪浪漫プラン」の販売を開始しました。 

 

 「湯けむりに眠る、文豪の記憶」をコンセプトとする当館で新たに誕生した「文豪が逗留する部屋」は、文豪の書

斎をモチーフとし、純和風の数寄屋造りの粋を極めた客室に書棚をはじめとするレトロな家具の他、傍らには暖を

とるための火鉢、文机の上には原稿用紙と硯と筆、褞袍など、古き良き日本を彷彿させる様々なアイテムを備えま

した。レイトチェックアウトに加え、便箋・封筒セットの特典が付いた「文豪浪漫プラン」では、当館自慢の温泉ととも

に、懐古浪漫溢れる客室でかの文豪たちが過ごしたような滞在をゆったりとご体感いただけます。 

 

文豪気分をレトロな空間で味わう 「文豪浪漫プラン」 

【期間】通年  

【料金】7,000 円〜 

     （1 室 2 名利用時 1 名料金、1 泊朝食付、消費税込、入湯税別） 

【食事】朝食：一汁三菜ブッフェ（ロビーラウンジ） 

      ※夕食はオプションで大和弁当（2,000 円）、要事前予約 

【特典】・便箋・封筒セット 

      ・レイトチェックアウト 11:00 

 

 明治43年創業の当館は、大正期には川端康成、昭和初期には北原白秋が滞在するなど、文豪に愛された老舗

の温泉宿です。川端康成は「私が知る伊豆の湯で一番肌にいいのは長岡だった。宿は大和館だったと覚える」と、

著書『伊豆温泉記』に当館の前身である「大和館」の名も残しています。 

 

 南山荘は、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、新たな旅館の滞在スタイ

ルを提案しつつ、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 
2015年 11月吉日 

アゴーラ・ホテルアライアンス 

「湯けむりに眠る、文豪の記憶」 〜伊豆長岡 南山荘〜 

最新プランご案内 

コンセプトルーム 「文豪が逗留する部屋」 誕生 

文豪気分をレトロな空間で味わう「文豪浪漫プラン」販売開始 

【本リリース・ご取材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：浦辺、平出）	 

pr@agorahospitalities.com	 

〒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	 

 

 



◆南山荘 概要 

 

所在地： 〒410-0011 静岡県伊豆の国市長岡 1056 
       TEL: 055-948-0601  FAX: 0558-947-0601  
         www.nanzanso.jp 
開業日  ： 1907 年（明治 43 年） 
建物概要： 敷地面積／25,245 ㎡ 
          ホテル延床面積 / 4,371 ㎡  
営業施設： 客室数／33 室 
        温泉／露天風呂、大浴場、貸切風呂、 
        宴会場・会議室／3 
        駐車場 
          【温泉について】 
           源泉名・泉質 —混合泉・アルカリ性単純温泉、源泉掛流し循環方式 
           効能        —神経痛、筋肉痛、関節通、五十肩、運動麻痺、うちみ、くじき、 
                        関節のこわばり、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、 
                   健康増進 
           源泉温度    —69 度 高温泉 
           〈石風呂〉    四国の名石「青石」をふんだんに使用した内風呂 男女各１ 
           〈富士見風呂〉天気の良い日に富士山が望める内風呂 男女交代制 ※平日、貸切利用可 
           〈露天風呂〉  木立に囲まれた露天風呂 男女交代制 ※11 月〜2 月末日、営業休止 
アクセス： ▷お車でお越しの場合 
        ・東名高速道路沼津 IC より、国道 1 号線・国道 136 号線経由にて、約 40 分 
       ▷電車でお越しの場合 
        ・新幹線三島駅乗換え、伊豆箱根鉄道「伊豆長岡」駅下車 バス 10 分 

       ・東京より踊り子号「修善寺」行き、「伊豆長岡」駅下車 バス 10 分 
        ・新宿よりロマンスカー「あさぎり」沼津駅下車 バス 35 分 
 

【予約受付および読者からのお問い合わせ先】 

伊豆長岡  南山荘 

〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 1056 

TEL.055-948-0601  FAX.055-947-0601 

 



 

◆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	 

総ホテル数	 :	 	 	 	 12 施設	 	 	 

総客室数	 	 :	 	 	 	 882 室	 

運営ホテル	 :	 	 ホテル・アゴーラ	 リージェンシー堺	 (所在地：大阪府堺市	 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	 客室数：175 室）	 

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

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

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

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

	 	 	 	 	 	 	 	 伊豆今井浜温泉	 今井荘（所在地：静岡県賀茂郡	 客室数：45 室）	 

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 上諏訪温泉	 油屋旅館（所在地：長野県諏訪市客室数：37 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 旧軽井沢ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町	 客室数：50 室）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 和味の宿	 角上楼（所在地：愛知県田原市	 客室数：10 室）	 
浪漫の宿	 井筒楼（所在地：愛知県田原市	 客室数	 :	 10 室）	 

URL:	 	 	 	 	 	 www.agorahospitalities.com	 

 


