
一般社団法人 山中温泉観光協会／山中温泉旅館協同組合

山 中 温 泉 で

M I C E
Meeting ／ Incentive tour ／ Conference ／ Exhibition

漆技術の粋を極めた 
コンベンションホール「山中座」



さまざまな手配も
旅館組合が
すべて対応

山中温泉では、旅館協同組合がすべ
ての総合窓口となってご要望にお応えし
ます。
分宿の手配からお食事の献立の統一
はもちろん、エクスカーションの企画か
ら送迎バスやアテンドの手配、助成金
の申請にいたるまで、すべて旅館協同
組合にお任せ下さい。

開湯千三百年の歴史を持つ山中温泉。 

かの俳聖・松尾芭蕉が「山中や  

菊はたおらじ 湯のにほい」と絶賛した。

良質な湯に、鶴仙渓をはじめとする 

風光明媚な景観は、多くの文人達にも

愛された温泉地です。

また、全国有数の漆器の産地でもあり、

街中のいたる処で伝統工芸に触れる 

ことが出来るのも魅力。

山中温泉は、四季折々の美しい表情の

中、伝統文化薫る心の安らぎに溢れた

湯の町なのです。

日本全国どこからでも
3時間以内にアクセス 
山中は日本の真ん中

日本の真ん中、石川県に位置する山中
温泉。金沢市から近く、2015 年春開
業の北陸新幹線によって、東京から約
3 時間で山中温泉にお越し頂けます。
また、山中温泉は小松空港から車で
30 分と近く、北は北海道から南は九州、
いずれも約 2 時間でお越し頂けます。

Concept
俳聖芭蕉をはじめ
多くの文人墨客たちに愛された山中温泉
ワンランク上のＭＩＣＥを実現します 21



文化の薫り高い
山中座をはじめ 
充実の施設群

総湯に隣接する文化ホール「山中座」
をはじめ、コンベンションに対応できる
施設はいずれも温泉街にあり、宿泊施
設に近いのが自慢です。旅館内の会
議場も含めれば、中小併せて 100 会
場、各種大会や各種イベントまで、さ
まざまなニーズに対応。会場分散型の
会議の実績もあり、分宿できる開催地
です。

湯の街全体が 
コンベンション会場

全長約 3km。美しい自然と薫り高い文
化が自慢の山中温泉。鶴仙渓をはじめ
とする景勝地散策や伝統文化体験とい
った街中とはひと味違うアフターコンベ
ンションが可能なのも魅力です。地元
のボランティアによる観光案内「しらさぎ
ガイド」との街中散策は、多くの方か
ら好評頂いております。

5
ホテルでは味わえない 
温泉地ならではの
宴会が魅力

山あいの地でありながら、日本海に近
く、冬のズワイガニ、ブリや甘エビなど
新鮮な日本海の幸を存分にお楽しみ
いただけるのも山中温泉の魅力。山
中の芸妓衆の磨き抜かれた舞や唄が、
皆様の宴の席に一層の華を添えます。 
多くの観光客を愉しませてきた温泉郷
ならではのもてなしが自慢です。
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収容人数 180 名を誇る山中座ホール。
山中節の歌と踊りが愉しめる劇場として、
観光客の目を愉しませている。
緞帳は、山中温泉の歴史を描いた「山
中温泉縁起絵巻」の入浴場面を、266
色の色糸で表現した作品。



舞　台 舞　台舞　台
舞台正面の客席は、移動可能。シアター
型はもちろん、約 60 名着席可能な会議ス
タイルのロの字型や約 100 名着席可能なス
クール型をはじめ、立食パーティも可能なホ
ール型など、さまざまなカタチにレイアウトを
変更できます。
また、山中座のロビー横のギャラリーでは写
真展や絵画展といった、展示催事にご利用
いただけます。 スクールスタイル

24 卓 72 人着席時
パーティスタイル
9 卓 36 名着席時

会議スタイル（ロの字型）
54 名着席時

山中温泉旅館協同組合が運営する「山中座」。山
中温泉の総湯に隣接し、観光のランドマークとして、
蒔絵装飾が施された格天井など、山中の伝統工芸の
粋を集めた格調高いコンベンションホールです。
最大収容人数 180 名のホールは可動式の座席により、
フラットなホールスタイルからスクールスタイル、会議
スタイルなど、さまざなレイアウトを実現。
音響設備、映像設備、照明設備を完備し、各種会
議や学会等のコンベンションにも対応できる施設です。
山中温泉旅館協同組合がさまざまなご要望にもお応
えします。
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座席は全自動で収納 
さまざまなスタイルを実現する 
自由度の高いホールレイアウト

山中座に隣接する「菊の湯（女湯）」ロビーの格天井
を彩る「四神彩色菊紋」。

漆で磨き上げた欅柱が印象的な山中座のロビー。天井に描か
れているのは「わらべたちのまつり」は金や銀、色漆を用い、
山中漆器の伝統技法・蒔絵の研ぎ出しで仕上げた見事な作品。

シアター形式の
座席は全自動で
収納可能
フラットなホールに
早変わり



芭蕉の館

芭蕉が泊まった「泉屋」に
隣接していた扇屋別荘を改
築した山中温泉最古の宿屋
建築。芭蕉が書き残した掛
軸真蹟をはじめ、芭蕉像や
扁額など多くの俳諧資料が
公開展示しています。

施設および収容人数

大広間	 40 名
1階		交流室	 15 名
2 階		研修室		 10 名

庭園

山中温泉文化会館

山中温泉文化会館

最大 1,000 名収容可能な大
ホールは、パーティから展示
会にも幅広く利用できます。
　　　　　　

施設および収容人数

大ホール	 150 〜 1,000 名
第１会議室	 70 名
第２会議室	 30 名
特別会議室	A	 20 名
特別会議室	B	 30 名
特別会議室	C	 20 名
婦人教室	 20 名
視聴覚室	 30 名
大和室	 80 名
小和室	 30 名

第 1会議室

特別会議室	A

特別会議室	B

山中うるし座

人間国宝 川北良造氏の作
品や文化財的価値の高い名
品の展示をはじめ、山中漆
器の販売轆轤（ろくろ）挽きの
実演など、山中漆器の魅力
を伝える施設です。

施設および収容人数

総合研修ホール	 100 名
会議室	 20 名
和室	 25 名

総合研修ホール

会議室

Facilities
1,000名を収容できる大会議場に、
会議室は、中小あわせて100会場※。
スポーツコンベンションまで幅広いニーズに対応。
※各旅館の会議室を含む

スポーツ施設 各種

山中健民体育館 
バレーボール	2 面／バスケットボール 3
面／バトミントンコート8面／卓球8面／
会議室

山中温泉ゆけむり健康村
温水プール／フィットネス施設／体育館
／テニスコート／グランドゴルフ場

山中弓道場／山中球場

山中児童センター

プラネタリウムをはじめ、150
名収容の多目的大会議室、
調理室、研修室、和室など、
さまざまな活動ができる設備
が揃っています。

施設および収容人数

総合研修ホール	 150 名
大会議室	 120 名
研修室	 100 名
和室	 15 名
プラネタリウム	 60 名		



ご提案プラン

石川の伝統文化に触れる

50 種類以上の伝統工芸を体験できる「ゆ
のくにの森」から、紅葉の名勝として有名
な「那谷寺」を巡り、「九谷焼美術館」
で古九谷から現代九谷焼の様々な名品を
楽しめる、石川の伝統文化を堪能するプラ
ンです。
所要時間：約 6 〜 7 時間	／	参加人数：20 〜 60 名

ご予算：お一人様	7,000 〜 10,000 円程度※

※	ご予算の価格はあくまで目安です。参加人数、
昼食やアテンダーの追加オプションによって価格は
変動します。詳しくは、山中温泉旅館協同組合にお
尋ね下さい。

ご提案プラン

福井県の観光名所を巡る

總持寺と並ぶ日本曹洞宗の中心寺院「永
平寺」での座禅体験のあと、岸壁が 20
メートルにも及ぶ名勝「東尋坊」から、「福
井県立恐竜博物館」を巡るプランです。

所要時間：約 6〜 7時間	／	参加人数：20 〜 60 名
ご予算：お一人様	6,000 〜 9,000 円程度※

Accommodation
歴史、伝統文化、豊かな自然
アフターコンベンションの豊富さも魅力
鶴仙渓の周辺散策や、山中の伝統工芸体験など、街中の魅力もさるとながら、 

足をのばせば、永平寺などの観光名所やゴルフ場が近いのも山中の魅力。 

山中温泉でしか体験できない魅力的なアフターコンベンションの 

ご提案から運営まで、山中温泉旅館協同組合がお手伝いします。

飛行機なら
羽田空港̶小松空港

約1時間
小松空港からから
山中温泉まで
車で20分

金沢の主な観光地の一つ、ひがし茶屋街。山中
温泉から金沢まで車で約一時間。

山中温泉から半径 10km 以内には、数多くのゴル
フ場が点在する。

日本随一の奇勝として名高い東尋坊。水面から
25 ｍもの高さから見下ろす断崖絶壁は絶景。

曹洞宗の寺院、永平寺。總持寺と並ぶ日本曹洞
宗の中心寺院）。今もつねに２百余名の修行僧が、
日夜修行に励んでいる。

717 年、泰澄神融禅師により開創された那谷寺。
７棟の国重要文化財と、名勝指定園が有名。
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旅館名 客室数 1泊２食料金※ 会議室名 会議室収容人数

お花見久兵衛 49 室 12,000	~
雲
花鳥
雅

60 名
30 名
20 名

翠明桂御園 85 室 12,000	~ コンベンションホール 450 名

白鷺湯たわらや 52 室 15,000	~ 5階	会議場 100 名

花紫 27 室 36,000	~

左近　椅子テーブル席
　　　和	式
右近　椅子テーブル席
　　　和	式

28 名
35 名
22 名
22 名

すゞ や今日楼 33 室 12,000	~
花鳥風月
鼓
舞

120 名
40 名
40 名

かよう亭 10 室 37,000	~ 古今サロン 25 名

胡蝶 10 室 25,000	~
大観（宴会場兼）
松籟（宴会場兼）
道明（客室兼）

30 名
20 名
10 名

北陸キャッスルバーデンホテル
日本の宿　山留花 108 室 12,800	~

王朝	
桜
梅

600 名
200 名
50 名

みやこわすれの宿  
こおろぎ楼 8 室 22,000	~ あやとり 20 名

河鹿荘ロイヤルホテル 121室 13,000	~
ロイヤルホール
サイネリア・アイリス

108 名
63 名

厨八十八 24 室 25,000	~
穂の風
田楽

50 名
19 名

湯快リゾート 
山中グランドホテル 85 室 7,500	~

湯快リゾート 
山中温泉 花・彩朝楽 71室 9,500	~

湯快リゾート 
よしのや依緑園 61室 10,000	~ 会議室 60 名

吉祥やまなか 44 室 17,000	~

かがり吉祥亭 48 室 15,000	~ こおろぎ橋 60 名

セレクトグランド加賀山中 88 室 11,000	~

※1泊 2 食の料金について、単位：円、消費税および入湯税は含まれていません。

山中温泉 コンベンション宿泊施設一覧

こおろぎ橋

黒谷橋

あやとりはし

ゆげ街道


