
 

    

    

 

 

１９８５年に民宿としてスタートし、４０年近くの歴史を持つ「旅想 ゆふいん やま

だ屋」が、２０２１年７月に大浴場と一部客室の改装工事を終え、待望のリニュー

アルオープンを迎えました。創業当時から大切にしている木のぬくもりをしっかりと残しつ

つ、和モダンを取り入れたスタイリッシュな大浴場や、近年ご希望の多かったベッド付客

室も新たに加わりました。長閑な田園風景に囲まれながらも、由布院駅やメインストリ

ートの湯の坪街道までは徒歩圏内。観光の拠点として、趣向を凝らしたお料理ととも

に、上質な癒しのひとときをお過ごしください。 

 

 

 

こんな時期だからこそ、何かと気になるソ

ーシャルディスタンス。やまだ屋の夕食は

部屋食を基本としており、周りのお客様

を気にせずにゆったりとお楽しみいただくこ

とができます。食材は由布院の山の恵

み、豊後水道の海の幸、豊後育ちのブラ

ンド牛など贅沢な食材を使用。季節の

彩り溢れる前菜や手作りのオリジナルスイ

ーツなど、手間暇をかけた会席料理は大

変好評です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やまだ屋の温泉は、もっとも由布院温

泉らしい弱アルカリ性の単純温泉で

す。湯量が豊富なので、源泉をそのま

まかけ流して湯温と鮮度を保っていま

す。肌に優しい泉質で、血行を促進。

お肌の角質を洗い落とす効果もあるの

で、女性のお客様には特に好評です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内を進むと宿泊者様専用のお

庭があります。四季折々、木々や草花

はどこか懐かしい里山の風景を思い出

させてくれることでしょう。夜になるとライ

トアップもされ、椅子のある東屋からは

静寂なナイトガーデンをお楽しみいただ

けます。お風呂上りに浴衣を着て、少

し夕涼みをしてみてはいかがでしょうか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すべてのお客様に喜んでもらいた

い」という想いから、選べる色浴衣のほ

か、小さなお子様向けの可愛らしいアメ

ニティも新たにご用意しました。色鮮や

かな巾着ポーチのプレゼントや湯あがり

に「うるおいマスクシート」のご用意など

も、女性のお客様に好評です。ぜひと

もご利用ください。 

 
 

 

やまだ屋公式アカウントにて現地スタッ

フによる生の声を配信中です。お部屋

やお食事の様子、由布院のおすすめス

ポットなど盛りだくさんです。ご宿泊の

際、「フォローしてるよ」とお声かけくださ

った方には、やまだ屋オリジナルボールペ

ンをプレゼントしています。 

2021 年 12 月～2022 年 1 月 

旅行代金／大人 お一人様・１泊２食付・４名様１室（ファミリー客室）ご利用の場合 

レジャープラン Kasane 
平日宿泊のお客様限定特典 

 

年末年始 設定あり 

チェックイン １４時からOK 

夕食時にワンドリンクサービス 

チェックアウト 1１時までOK 

２０２１年７月 大浴場と一部客室がリニューアル    Kasane グループの宿 

 

2021 年７月 新しくなった、やまだ屋へようこそ 

 
ご夕食はお部屋でゆったりと 至福のひとときをどうぞ 

 

源泉かけ流し 
弱アルカリ単純温泉 

 

里山の木々や草花 
季節を彩るお庭 

 

お客様の喜ぶをカタチに 
アメニティも充実 

 

公式 Instagram にて 
現地スタッフが配信中 

 

※スペースの都合上、ベッドルームなど一部のお客様はお食事処での夕食となります。 
※朝食及びグループでの夕食はお食事処でのご案内となります。 

やまだ屋 
公式アカウント 

夕食（イメージ）時期によりメニューが異なります。 

リニューアルした露天風呂 

2021 年 リニューアル客室 

（由布岳ビューツイン） 

2021 年 リニューアル客室 

（由布岳ビューツイン） 

宿泊プラン 



■出発日カレンダー  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行企画・実施 

レジャープラン Kasane 
株式会社 九州不動産管理センター トラベル事業部 

福岡県知事登録旅行業第 2-962 号・（一社）日本旅行業協会（JATA）正会員 

〒810-0001 福岡市中央区天神 4-9-10 第二正友ビル 1 階 

TEL ０９２－７２５－９０９０ 
FAX ０９２－７２５－９０５０ 

営業時間：平日９時～１８時（土・日・祝日休業）※状況により時短営業となる可能性がございます。 

総合旅行業務取扱管理者 松坂寛則・深海美紀子 

ご旅行条件(要約)※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので､事前にご確認の上､お申込みください。 
●募集型企画旅行契約 
この旅行はレジャープラン Kasane ㈱九州不動産管理センター トラベル事業部
(以下「当社」といいます)が旅行企画･実施するものであり､旅行に参加されるお客
様は､当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することに
なります。旅行契約の内容･条件は､パンフレット､別途お渡しする旅行条件書、出
発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画
旅行契約の部によります。 
●申込みの方法と契約の時期 
旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上､申込金（旅行代金の 20％以上
目安）を添えてお申込みください。電話、郵便、FAX 等により予約いただいた場合
は､当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に申込み
手続きをお願いします。当社が契約を承諾し､申込金を受理したときに契約が成立
します。※申込金は「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部または全部として
取り扱います。※団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から
旅行申込みがあった場合､契約の締結及び解除等に関する一切の代表権を契約
責任者が有しているとみなします。 
●旅行代金のお支払い 
旅行代金は､旅行開始日の前日からさかのぼって２１日前にあたる日より前(お申
込みが間際の場合は当社が指定する日まで)に全額お支払いください。 
●旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。 
※航空運賃および船舶・鉄道運賃等(この運賃・料金には、運送機関の課す付加
運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため､一定の期間､及び一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様としま
す。)を含みません) 
※バス代金･ガイド代金･入場料等の観光代金※宿泊代金および税･サービス料
金(二人部屋にお２人様宿泊を基準とします)※食事代金および税･サービス料金
※荷物運搬料金※団体行動中の心付※添乗員が同行するコースの同行代金※
その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの。上記の諸費用は､お客様のご都合
により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。 

●旅行代金に含まれないもの  
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 
※自宅から発着空港等集合･解散場所までの交通費､宿泊費 
※超過手荷物料金※クリーニング代金､電報電話料金､その他追加飲食等個人的
性質の諸費用､税･サービス料金※傷害･疾病に関する医療費等 
●取消料 
お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除するこ
とができます。何れも土日祝日および営業時間外に関しては、翌営業日のお取り扱
いとなります。 
 

●特別補償 
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体また
は手荷物の上に被った一定の損害について､あらかじめ定める額の補償金及び見舞
金を支払います。 
●旅程保証 
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち､当社旅行業約款(募集型企画旅
行の部第 29 条別表左欄)に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるとこ
ろによる変更補償金をお支払いします。 
●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は令和３年４月１日を基準としています。旅行代金は令和３年８
月１日現在有効なものとして公示されている航空運賃･適用規則を基準として算
出しています。 
 
■個人情報の取扱いについて■ 
1.当社及びパンフレットの販売店(受託販売旅行業者)は､旅行申込みの際にご提
出頂いた個人情報について､お客様と連絡のためや運送･宿泊機関等の手続きに
利用させて頂く他､必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたしま
す。また､旅行先でお客様のお買物の便宜のため､個人データ(お名前､搭乗便名
等)を､お土産店などの事業者に提供することがあります。なお､これらの事業者への
個人データの提供の停止を希望される場合はお申込みの際にお申し出ください。 
2.当社及び販売店が取扱うサービス･商品に関する情報をお客様に提供させて頂く
ことがあります。 
 
旅行業務取扱管理者とは､お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任
者です。この旅行契約に関し､担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく
上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 

SNS にて旅の情報配信中 

■基本代金 お一人様／1泊 2食付／入湯税込（単位：円） チェックイン 15時／チェックアウト 10時半 

A 設定日：右記、料金表通りとなります。                           
B 設定日：右記、料金表代金にお一人様 1 泊 3,500 円（税込）の追加となります。 
C 設定日：右記、料金表代金にお一人様 1 泊 8,000 円（税込）の追加となります。 

上記以外のお日付をご希望の方は、別途お問合せください。 

＜子供・幼児代金について＞ お一人様／1 泊 2 食付／税込 
・子供（6～12 歳） 布団あり：13,200 円 布団なし：11,000 円 

・幼児（0～6 歳）  布団あり：11,000 円 布団なし： 8,800 円 

幼児の方で布団・食事なしの場合は 3,300 円となります。 

※子供代金の適用は 3 名以上 1 室からの適用となります。（大人 2 名以上 1 室からの適用）。 
（例）大人 2 名＋子供 1 名の場合・・・2 名 1 室大人代金×2＋子供代金 

※子供とは原則として 6 歳～12 歳の小学生以下、幼児とは 0 歳～6 歳の未就学児となります。 
子供・・・子供向けメニューのお食事、幼児・・・幼児向けメニューのお食事となります。 

２階フロア （全９室）８～１０畳 

1 階フロア （全 5 室）８～１０畳 

201 号室（白露）を除き、2 階のお部屋
にはバスルームがございません。 
貸切風呂または大浴場をご利用ください。 

お子様連れのお客様で２階のお部屋をご希望の際はお問合せください。 

全１４室 個性豊かなお部屋からお選びください 

■貸切風呂に関して（無料） 
現在、２つの家族風呂と庭園大露天風呂
（山もみじ、山ざくら）の計４か所のお風
呂は、事前予約制の貸切風呂としてご利用
できます。館内での湯巡り、そしてプライベー
トな空間での温泉もお楽しみください。 

貸切風呂 

貸切風呂 

2021 年 大浴場がリニューアル！ 

チェックイン １４時からOK 

夕食時にワンドリンクサービス 

チェックアウト １1時でOK 

平日宿泊 

お客様限定特典 

 

客室一例 ２０５号室 清明（２０２１年リニューアル） 

 

 

客室一例 １０１号室 寒露 

 

 


