
2014.05.23(金)～25(日)　 （H26.1.18 現在）

　◎宿泊予約については、直接、下記の宿泊施設へ申し込んでください。大会事務局では対応いたしません。

　◎予約の際には、団体名、代表者、連絡先、男女別人数をお知らせください。また、「マスターズレガッタ予約で、」と一言お

　　伝えください。なお、下記宿泊料については、平成26年4月1日以降の消費税8%に対応していませんのでご了承ください。

群馬県ボート協会/第7回マスターズレガッタ館林市実行委員会

№1

・大会会場まで1.5㎞ ・館林駅から1.3㎞

0276-72-0541 ・シングル　26室（\4,935～） ・各種特別プラン有り

0276-72-0840 ・ツイン　　 20室（\4,725～） ・無料駐車場－40台、大型バス3台

・和室　　　　8室（\4,725～） ・日本料理レストラン併設

・大会会場まで2.0㎞ ・館林駅、徒歩3分

0276-72-1588 ・シングル　5室（\5,000～） ・飲んで泊まれる宴会場『ぎんざ寿司』が経営

0276-73-2713 ・ツイン　　 4室（\9,000～） 　するビジネスホテル

・大部屋（30名様まで）※お問合せください ・無料駐車場30台完備

※朝食　\700～ ・食事のみ、宴会も承ります

・大会会場まで2.4㎞ ・館林駅から1.5㎞

0276-72-1473 ・洋室　22室 ※朝食　\500 ・無料駐車場20台完備

0276-72-1401 ・和室　 5室

・シングル（インバス）

荒井 ・ツイン（インバス）

・大会会場まで1.9㎞ ・館林駅から480m

0276-74-5636 ・シングル　32室（\6,500） ・岩盤浴あり（宿泊者無料利用可）

0276-74-5637 ・セミダブル12室（\6,800） ・トイレ，バス別

・ダブル　　12室（\8,000～） ・無料駐車場13台完備

・ツイン　　　 3室（\8,000～）

・大会会場まで1.9㎞ ・館林駅から500m

0276-74-5634 ・シングル　24室（\3,800） ・全室バストイレ付

0276-75-4117 ・ツイン　　　 5室（\7,000～） ・無料駐車場20台完備

・和室　　　　2室（\6,500～）

※朝食 \700

・大会会場まで2.9㎞ ・館林駅から1.5㎞

0276-72-4555 ・シングル　36室（\5,700） ・バス、トイレ、無線LAN完備

0276-75-4050 ・ツイン　　　11室（\6,500～） ・無料駐車場50台完備

・和室　　　　 3室（\6,000～）

※夕食なし、朝食サービス

・大会会場まで2.7㎞ ・館林駅から3.0㎞

0276-74-1118 ※朝食無料ｻｰﾋﾞｽ ・東北自動車道 館林ICより5分

0276-73-4106 ・ツイン　　　4室（\9,600） ・全室無線LAN完備

・ﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑ 1室(人数により価格変動） ・無料Wi-Fi接続サービス完備

・トリプル　　 1室(　〃　) ・無料駐車場－約100台収容、大型バス歓迎

・大会会場まで1.9㎞ ・館林駅から350m

0276-72-4440 ・和室　9室 ・日本料理店が経営するビジネス旅館

0276-72-4440 ・洋室　5室 ・レストラン併設

・宿泊料\4,500～（素泊まり） ・宴会場あり

担当者：

担当者：

担当者：

担当者：

館林プラザホテル 〒374-0033

TEL

〒374-0026

TEL

FAX

・シングル 52室（\5,700）

〒374-0024

特　徴

TEL

ホテルニューロイヤル

館林ステーションホテル 〒374-0028

TEL

FAX

ホテル名 料金その他宿泊概要

担当者：

担当者：

担当者：

http://www.t-plazahotel.co.jp/pc/index.html

FAX

ホテルニューシティー（本館） 〒374-0024

TEL

FAX

FAX

ビジネス旅館　吉川
TEL

FAX

館林第一ホテル 〒374-0068

TEL

FAX

館林市松原1-22-2

¥4,500

¥8,000

FAX

館林市千代田町5-5

〒374-0016

TEL

http://www.tatebayashi-grand.co.jp/

館林市台宿町3-37

館林グランドホテル

【館林市】

館林市本町2-6-3

http://newroyal.jp/

館林市本町3-1-5

館林市新宿2-13-4

館林市堀工町922

館林市本町2-7-18

担当者：

ホテルニューシティーwith館林 〒374-0024

第７回全日本マスターズレガッタ　宿泊施設一覧表



○電車利用の場合 東武伊勢崎線館林駅　⇔　足利市駅 所要時間　約22分

　（東武鉄道ホームページ　http://railway.tobu.co.jp/　時刻表にてご確認ください）　

○自家用車の場合 大会会場～一般道/R50経由～宿舎（約18㎞圏内） 所要時間　約30分

№2

・大会会場まで、19㎞

・シングル 16室\5,000～ ・東武伊勢崎線足利市駅から、1.2㎞

・ツイン　　  1室\10,000～（2名） ・無料駐車場完備

・和室　　　 1室￥5,000～（1名） ・無料貨し自転車あり

福田 ※夕食 \1,200～　 ※朝食 ￥500～ ・別館あり、お問い合わせください

・大会会場まで、17㎞

・客室数　65室 ※朝食付 ・東武伊勢崎線足利市駅から、1㎞

・シングル　\3,900～ ・素泊り \3,700 ・市内を眺望できる大浴場あり

・ツイン　　 \5,900（2名\7,500） ・無料駐車場30台完備

栗原 ・和室　　 ￥5,900（2名￥7,500） ・無料Wi-Fi接続サービス完備

・大会会場まで、16㎞

・客室数　65室 ※朝食付 ・東武伊勢崎線足利市駅から、1.2㎞

・シングル　\5,000～ ・足利市の中心部に立地

・ツイン　　 \10,000～（2名） ・レストラン併設

・和室　　 ￥10,000～（2名） ・無料駐車場完備

・大会会場まで、16.8㎞

・客室数　106室 ※朝食無料サービス ・東武伊勢崎線足利市駅から、1.2㎞

・シングル　\4,980～　 ・駐車場33台（先着順）\300/泊

・ｴｺﾉﾐｰﾀﾞﾌﾞﾙ\5,980～　　 ・その他館内，室内サービス充実

・ツイン　　 \8,480～　　 ・各種ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ，会員ｶｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽあり

・大会会場まで、16㎞

・客室数　80室 ・東武伊勢崎線足利市駅 前

・シングル　\5,500～ ※朝食　\300 ・レストラン併設

・ツイン　　 \12,000～ ・無料駐車場40台完備

佐藤 ・ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾙｰﾑ\12,000～

・大会会場まで、15.5㎞

・客室数　45室 ※朝食無料 ・東武伊勢崎線足利市駅から、300m

・シングル　\3,980～ 　（ﾊﾟﾝ,ｺｰﾋｰ） ・無料駐車場20台完備

・ツイン　　 \7,980～

・ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾙｰﾑ\7,980～

・大会会場まで、17㎞

・客室数　41室 ・東武伊勢崎線足利市駅から、1㎞

・シングル　35室（\4,200～） ・国宝に指定された『ばんな寺本堂』、日本最

・ツイン　　 　6室（\8,379） 　古の学校『足利学校』に隣接

※朝食（軽食）無料 ・無料駐車場35台完備

・大会会場まで、17㎞

・客室数　130室 ※朝食付 ・東武伊勢崎線足利市駅から、1㎞

・シングル　\5,900～

・ツイン　　 \11,000～（2名） ・インターネット受付特典あり

田口 ・ダブル　  \10,000

・大会会場まで、13.2㎞ ・国道50号沿い

・客室数　144室 ※朝食付 ・東武伊勢崎線足利市駅から、2.6㎞

・シングル　\5,800～

・ツイン　　 \10,000～（2名） ・インターネット受付特典あり

務台 ・ダブル　  \13,000

・ﾗｼﾞｳﾑ温泉大浴場あり

・ﾗｼﾞｳﾑ温泉大浴場あり

ホテルルートイン第2足利 〒326-0831

TEL

FAX

0284-70-8400

0284-72-3333

・無料駐車場100台完備

・無料駐車場99台完備

担当者：

担当者：

担当者：

TEL

FAX

足利タウンホテル 〒326-0814

TEL

ホテル名

担当者：

足利市借宿町281-12

足利市通2-2623

ホテルルートイン足利駅前

足利市田中町634
TEL

FAX

特　徴

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index_hotel_id_582

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index_hotel_id_531

0284-40-1047

0284-40-1119

http://www15.ocn.ne.jp/~newdaiei/

http://www.ashikagatownhotel.com/

http://www.hotel-takao.co.jp/

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00227/

担当者：

http://www.newmiyakohotel.co.jp/ashikaga/

http://www.wakasa-h.co.jp/wakasa/index.html

担当者：

0284-40-1045

0284-42-1121

TEL

FAX

TEL

FAX

ホテル わかさ 〒326-0812

TEL

担当者：

担当者：

0284-40-1300

FAX

東横INN栃木足利駅北口 〒326-0053

TEL

FAX

0284-42-1139

ニューミヤコホテル本館 〒326-0821

FAX

足利ビジネスホテル高雄

FAX

ニューミヤコホテル別館 〒326-0822

0284-44-5353

0284-71-3333

FAX

〒326-0814

TEL

0284-71-4967

0284-44-5350

0284-73-7011

0284-73-2840

〒326-0053

TEL

担当者：

足利市通1-2688-1

足利市堀米町2460

料金その他宿泊概要

ビジネスホテルニュー大栄 〒326-0826

0284-21-4114

0284-73-0027
0284-73-2757

0284-21-4119

【栃木県足利市】

足利市伊勢町1-1-6

足利市南町4254-1

足利市伊勢町3-8-5

担当者：

足利市大門通2374-2

http://www.newmiyakohotel.co.jp/annex/



○電車利用の場合 東武佐野線館林駅　⇔　佐野市駅 所要時間　約12分

　（東武鉄道ホームページ　http://railway.tobu.co.jp/　時刻表にてご確認ください）　

○自家用車の場合 大会会場～一般道/R50経由～宿舎 所要時間　約20～30分

東北自動車道館林IC　⇔　佐野藤岡IC 所要時間　約6分

東北自動車道館林IC　⇔　佐野ｽﾏｰﾄIC 所要時間　約8分

№3

・大会会場まで、14㎞。佐野ｽﾏｰﾄICまで3.7㎞

・客室数　23室 ※1泊2食付 ・街並みを一望できる展望風呂あり（男湯のみ）

・和室（1名）　\7,350 ・人数に応じ割引 ・佐野厄除大師まで約3㎞

・洋室（1名）　\8,400 ・素泊まりあり ・無料駐車場40台完備

・和洋室（2名～）

・大会会場まで、14㎞。佐野ｽﾏｰﾄICまで3.7㎞

・客室数　16室 ※1泊2食付 ・佐野厄除大師まで約3㎞

・1部屋3名～和室（1名）　\6,500～ ・各種宴会承ります

・素泊まりあり、ご相談ください ・人数に応じて割引あります

・大会会場まで、20㎞。佐野田沼ICまで3.4㎞

・客室数　19室 ・玄関先に日本名水百選が勇水している

※1泊2食付（日本庭園の中の宿） ・創業大正9年、湧水を沸かした鉱泉あり

・本館1部屋3名～ ＠13,000円 ・併設するﾌｨｯｼﾝｸﾞﾊﾟｰｸで虹マス釣りができる

・離れ1部屋3名～ ＠16,000円 ・無料駐車場完備

・大会会場まで、11.2㎞。佐野藤岡ICまで0.8㎞

・ダブル　102室（1名利用） ・ホテル最上階のｽｶｲｽﾊﾟ（展望露天風呂）あり

0283-20-1561 ・ツイン　　　9室 ※朝食 \1,300 ・宿泊者以外の日帰り入浴できます

・無料駐車場95台完備

※宿泊料金については、お問合せください。・佐野ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄまで歩いて10分

・大会会場まで、12㎞。佐野ｽﾏｰﾄICまで4.3㎞

・シングル　36室（\6,930～） ※朝食　\500 ・波動浴（岩盤浴）あり（有料）

・ツイン　　　 6室（\13,860） ・無料駐車場150台完備

・ダブル　　　3室（\11,550） ・レストラン，ラウンジバーあり

慶野 ・スウィート　1室（\27,720）

・大会会場まで、11.7㎞。佐野ｽﾏｰﾄICまで4.3㎞

・シングル　45室（\5,600） ・ミネラルウォーター、入浴剤等、各種無料サー

0283-24-1233 ・ツイン　　　 3室（\9,000） 　ビス有ります

・和室　　　　2室（\9,000） ・無料駐車場35台完備

阿部 ・ｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ　　　（\6,800）

・大会会場まで、12.7㎞。佐野藤岡ICまで1㎞

・客室数　92室 ※朝食　\500 ・佐野ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄまで歩いて10分

・シングル　\5,500～ ・無料駐車場71台完備

・ツイン　　 \7,400～ ・小学生以下宿泊料無料

島野

・大会会場まで、11㎞。佐野藤岡ICまで2.2㎞

・客室数　128室 ※朝食付 ・ﾗｼﾞｳﾑ温泉大浴場あり

・シングル　\5.900～ ・無料駐車場100台完備

・ツイン　　 \11.300～ ・インターネット受付特典あり

須藤 ・ﾌｧﾐﾘｰﾀﾞﾌﾞﾙ \12,300～

・大会会場まで、15.2㎞。佐野ｽﾏｰﾄICまで4.8㎞

・客室数　30室 ※朝食付 ・岩盤浴，レストランあり

・シングル　\6,200～ ・無料駐車場170台完備

・ツイン　　 \11.300～ ・各種宿泊プランあり

・大会会場まで、11.5㎞。佐野ｽﾏｰﾄICまで2.7㎞

・客室数　25室 ※食事別途 ・大浴場，露天風呂あり

・洋室　\5,000～ ・無料駐車場30台完備

・和室　\4,900～

・人数に応じ割引いたします

http://www.solarehotels.com/chisun/inn-sano-fujioka-ic/

担当者：

担当者：

※朝食\480～

特　徴

担当者：

担当者：

http://www9.ocn.ne.jp/~azumaso/index.html

http://www.ichinokan.co.jp/

https://www.candeohotels.com/sano/

http://www.sr-sano.co.jp/

http://www.marriage-sensui.com/

http://www.hotelmiyoshino.co.jp/index.html

FAX

ホテルサンルート佐野 〒327-0011

TEL

FAX

TEL

FAX

ホテル三吉野別館 〒327-0844

TEL

ホテルルートイン佐野藤岡インター 〒327-0821

TEL

FAX

ホテルマリアージュ仙水 〒327-0842

FAX

チサンホテル佐野藤岡インター

0283-22-1489

0283-22-1489

0283-27-0065

シティーホテルオークラ 〒327-0012

TEL

0283-27-0067

カンデオホテルズ佐野 〒327-0822

FAX

TEL

TEL

FAX

佐野市富岡町67

古都佐野 老舗旅館旭館 〒327-0844

TEL 0283-22-1372

佐野市出流原町1262

担当者：

0283-23-8472

http://www.e-asahikan.jp/

佐野市富岡町324

FAX

東山温泉あづま荘 〒374-0844

TEL

FAX

【栃木県佐野市】

ホテル名 料金その他宿泊概要

0283-22-9327

佐野市富岡町67-9

佐野市越名町2038-1

0283-22-0229

佐野市奈良渕町316

0283-21-4888

0283-24-0475

担当者：

担当者：

ホテル一乃館 〒327-0102

0283-20-1560

0283-25-0228

佐野市朝日町702-27

0283-25-2855

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index_hotel_id_513

佐野市大蔵町2969

佐野市高萩町1344-1

佐野市高萩町379-1

http://www.cityhotelokura.jp/

0283-24-5000

0283-24-8875

0283-24-1234

0283-24-5211

0283-24-5213

〒327-0821

TEL

FAX

担当者：

担当者：

担当者：


