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設定期間

予約方法

取消料

設定除外日

留意事項

受入可能人数
料金（税込）

GW、盆、年末年始等
※詳しくはお問合せください。
なし

4月1日～9月30日      8:30～18:30（年中無休）（入館無料）
10月1日～3月31日　8:30～17:00
～150名
2階大広間／ 1時間につき2,182円
※利用時間が1時間に満たない時は1時間に切り上げます。
※冷暖房装置を利用する場合、利用料の加算があります。
窓口、電話
予約は6か月先までとしております。
・貸し切り利用、時間外の利用及び利用料詳細はお問合せください。
・会議やパーティー等で利用する机やイス等の備品については
  お問合せください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

会議・研修・パーティー会場①

国宝松江城の二之丸にある「興雲閣」で表彰式やパーティーをしてみませんか？

※島根県指定有形文化財
※松江市歴史的風致形成建造物

写真提供：古川 誠

こううんかく

興雲閣（大広間）

興雲閣
〒690-0887 島根県松江市殿町1-59（松江城山公園内）
TEL：0852-61-2100　FAX：0852-61-0255

予約・問合せ先

外観 大広間 廊下

設定期間
設定除外日

受入可能人数

予約方法
取消料

留意事項

通年10：30～21：00
正月、GW、盆
※詳しくはお問合せください。
会議：100名
食事：200名
会議室使用料：
　5,000円（食事がある場合は無料）
食事：
　5,000円（バーベキューセット＋オードブル＋飲み放題120分）
　※音響、看板代を含む
電話またはFAX
3日前まで0％　2日前：30％
前日：50%　当日：100%
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

島根ワイナリー
〒699-0733 島根県出雲市大社町葵根264-2
TEL：0853-53-5577　FAX：0853-53-5424

予約・問合せ先

会議・研修・パーティー会場③

島根和牛とワインが一緒に味わえる
バーベキューハウスで会議やパーティー

島根ワイナリー

バーベキューハウス外観

料金（税込）

設定期間
設定除外日
受入可能人数

予約方法
取消料
留意事項

通年 8：30～22：00（但し、大広間の利用は閉館時間以降）
毎月第3木曜日
《歴史の指南所》椅子のみ：90名　スクール形式：60名
　　　　　　　口の字：30名　立食：60名程度
《大広間》座卓：50名程度
《歴史の指南所》午前、午後：6,180円～
　　　　　　　夜間：7,542円～、全日：15,189円～
《大広間》夜間：9,950円～
電話またはFAX
お問合せください。
・コーヒー、抹茶、上生菓子、弁当、オードブル等は館内
の喫茶店で手配できます。
・「歴史の指南所」での食事は可能ですが、「大広間」では喫
茶程度のみ可能です。詳細はお問合せください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

松江歴史館
〒690-0887 島根県松江市殿町279
TEL：0852-32-1607　FAX：0852-32-1611

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修・パーティー会場②

お城を望む和の空間で
会議やパーティーをしてみませんか？

松江歴史館（歴史の指南所・大広間）

大広間外観

●演出として、現代の名工「伊丹二夫氏」による創作上生菓子の実演を行うことも可能です。
　※ご希望に添えない場合もありますので、事前にご確認ください。

料金（税込）
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設定期間
設定除外日
受入可能人数

料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

通年
なし
15～75名
※最大収容の人数については、複数の部屋を通しで利用した
　場合の人数となります。
※人数に合わせて、15名、20名、40名収容可能な部屋あり。
会議利用：850円／ 1名（珈琲付き）
食事利用：2,750円～
電話またはFAX・メール
前日まで：無料　当日：100%
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

㈱沙羅の木
〒699-5605　島根県鹿足郡津和野町後田ロ70
TEL：0856-72-1661　FAX：0856-72-0372　担当：山尾
e-mail：tsuwano@saranoki.co.jp

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修・パーティー会場⑦

築150年の国の登録記念物に選定された
お庭を眺めることができる会場です。

松韻亭

松韻亭庭園内観

●沙羅の木（別館）があり、食事、会議利用が可能です。
　収容人員：200名、食事利用：1,100円～、会議利用：5,000円／ 2時間まで
　※松韻亭、沙羅の木（別館）ともに会議の際に抹茶、珈琲の用意が可能です。

設定期間
設定除外日

受入可能人数
料金（税込）

予約方法
取消料

留意事項

通年
新そばの時期(10月、11月)
定休日(毎週火曜日、第三水曜日)
48名
お食事プラン：1,500円～
施設利用料：3万円～
※お食事プランであれば、施設利用料は不要
電話またはFAX
2日前まで無料
前日：80％
当日：100％
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

姫のそば ゆかり庵
〒699-1821 島根県仁多郡奥出雲町稲原2128-1
TEL：0854-52-2560　FAX：0854-52-2560

予約・問合せ先

会議・研修・パーティー会場⑤

神社の社務所内にある美しい庭園が広がるそば処

姫のそば  ゆかり庵

外観内観

設定期間
設定除外日
受入可能人数

料金（税込）
予約方法
設備

取消料
留意事項

通年
毎週火曜日、年末年始
《悠邑ふるさと会館》24名（中会議室）～1,000名（大ホール）
《おとぎ館》30名（プロジェクタールーム）
各施設にお問合せください。
電話またはFAX
《悠邑ふるさと会館》
　大ホール、マルチホール、大・中会議室
《おとぎ館》
　ホテル（洋室6室、和室3室）、25mプール、ジム、
　レストラン（28席）等
各施設にお問合せください。
・会議等で使用する備品やケータリング等、詳細はお問
　合せください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

悠邑ふるさと会館  〒696-0001 島根県邑智郡川本町川本332-15
TEL：0855-72-0001　FAX：0855-72-1061
おとぎ館  〒696-0001 島根県邑智郡川本町川本332-13
TEL：0855-72-3080　FAX：0855-72-3084

予約・問合せ先

会議・研修・パーティー会場⑥

悠邑ふるさと会館/大ホールから各種会議室まで備える会館
おとぎ館/ホテル・レストランを併設したマルチ施設

悠邑ふるさと会館、おとぎ館

おとぎ館悠邑ふるさと会館

【悠邑ふるさと館】
マルチホール付近のみ（ソフトバンク）
【おとぎ館】
1階及び2階のみ

設定期間
設定除外日
受入可能人数

料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

通年
なし
会議：～ 50名
レセプション：～ 40名
ＢＢＱハウス1号棟：80名　ＢＢＱハウス2号棟：32名
多目的ホール：1,300円／時間
プロジェクターレンタル：1,000円／日
BBQハウス：宿泊者1,600円、
　　　　　　宿泊外2,200円（4人1テーブル・炭・網含む）
電話
7～ 2日前:20％ 前日・当日:80％
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

見晴らしの丘公園 キララコテージ
〒699-0901 島根県出雲市多伎町久村182-１
TEL：0853-86-9088　FAX：0853-86-9089　担当：和田守

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修・パーティー会場④

日本海が一望できる「見晴らしの丘」にあるセンターハウス

見晴らしの丘公園 キララコテージ

会場設営例キララコテージ遠景

●料理、飲み物、食器等のご手配も可能です。
　折弁当・オードブル・立食パーティー

会
議
・
研
修
・
パ
ー
テ
ィ
ー
会
場
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設定期間
設定除外日
受入可能人数

料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

1月、2月、7月、8月、12月
毎週水曜日
劇場客席、舞台：50～ 200名 
※同施設内に50名収容可能な会議室もあります。
ご利用人数によって、音響、照明、施設利用等が変動
しますので、詳細はお問合せください。
FAX
お問合せください。
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

安来節演芸館
〒692-0064　島根県安来市古川町534
TEL：0854-28-9500　FAX：0854-28-9511　担当：竹中

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場①

伝統芸能安来節の上演・体験が可能な施設。会議やレセプションでは、
花道を有する桟敷席をイメージしたホールでの特別な空間演出が可能です。

安来節演芸館

どじょうすくい踊り会場

●安来節の観賞やどじょう掬い踊りの体験なども可能です。
　ご希望の場合はお問合せください。
●会場内での御弁当ご手配も可能です。（1,200円～）

やすぎ  ぶし

設定期間
設定除外日
受入可能人数

料金（税込）

予約方法
取消料

留意事項

通年17:30～21:00（要予約）
7～8月の金・土・日曜日と祝日
着席：30～140名
※焼肉の場合は124席（無煙ロースター席）
和洋ブッフェプラン 4,000円～
しまね和牛焼き肉プラン 5,000円～
※いずれのプランも松江地ビール、地酒、焼酎、サ　
　ワー、ソフトドリンクの飲み放題料金を含む
電話、FAXまたはメール
3日前まで：無料　2日前まで：30％　前日：50％　
当日：100％
・お座敷は簡単なステージや商品展示場所としてのス
　ペースとしても使用可能です。
・少人数の場合は他のグループ・団体の夕食と一緒に
　なる場合があります。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

松江堀川・地ビール館
〒690-0876 島根県松江市黒田町509-1
TEL：0852-55-8877　FAX：0852-27-6870
e-mail:jibeer@ichibata.co.jp　担当：浜野、野津

予約・問合せ先

パーティー会場①

新鮮出来立てクラフトビールを味わえる
レストラン・ホール

松江堀川・地ビール館

館内外観
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設定期間

設定除外日
受入可能人数

料金（税込）

予約方法

取消料

留意事項

通年9:00～22:00
※時間外（8:00～9:00）の利用も可能です。
毎週月曜日（祝日と重なった場合は開館）、年末年始
半面使用：スクール形式で最大72名
全面使用：スクール形式で最大198名
半面使用：1時間につき平日1,015円、土日祝日1,215円
全面使用：1時間につき平日2,030円、土日祝日2,430円
※営利を目的に使用する場合、入場料等を徴収する場合、時間外
に利用する場合、冷暖房や有料の設備・器具を使用する場合は別
途料金がかかります。
電話
※利用日の属する月の初日の1年前から予約可能です。
利用日の6か月前まで：20％　7日前まで：50％
6日前以降：100％
・予約、料金や利用条件等、詳しくはお問合せください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

出雲文化伝承館
〒693-0054 島根県出雲市浜町520
TEL：0853-21-2460　FAX：0853-21-4165
担当：総務課

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場⑤

出雲の文化と伝統を今に伝える
出雲文化伝承館付属の多目的施設

出雲文化伝承館（縁結び交流館）

会場設営例縁結び交流館外観

●別棟にある茶室「松籟亭（しょうらいてい）」にて、抹茶がいただけます。
（抹茶、菓子付で一人450円 税込）
※茶室の状況により利用できない場合がありますので事前にご確認ください。

設定期間
設定除外日
受入可能人数
料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

通年
毎週月曜日（祝日と重なった場合は翌日）
ホール：300名
会議室（全室）：50名
会議室（1室）：20名
ホール2時間利用：6,285円（1時間毎超過料金3,142円）
会議室（全室）2時間利用：4,190円（1時間超過料金2,095円）
会議室（1室）2時間利用：3,142円（1時間超過料金1,570円）
電話またはFAX
なし
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

玉造温泉ゆ～ゆ
〒699-0201　島根県松江市玉湯町玉造255
TEL：0852-62-1000　FAX：0852-62-3012

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場③

温泉施設内のコンベンションホール、
会議後は温泉でゆったりと･･･

玉造温泉  ゆ～ゆ

会場設営例浴場

●勾玉作り体験や和菓子作り体験など島根県独自の体験も可能
　です。ご希望の場合は施設予約の際にお問合せください。（依
　頼先をご紹介いたします）

設定期間

受入可能人数

料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

通年
毎週水曜日（祝日と重なった場合は翌日）、
年末年始（12月29日～1月3日）
映像ホール：106名  市民ギャラリー：30名  体験学習室：18名
※映像ホールの椅子は固定されています。

映像ホール：9:00～12:00　6,280円、
　　　　　13:00～17:00　8,380円、9:00～17:00　14,660円
市民ギャラリー：9:00～12:00　1,250円、
　　　　　　 13:00～17:00　1,980円、9:00～17:00　3,030円
体験学習室：9:00～12:00　520円、
　　　　　13:00～17:00　830円、9:00～17:00　1,360円
※冷暖房を利用した際の費用については別途お問合せください。

電話またはFAX
お問合せください。
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

和鋼博物館
〒692-0011　島根県安来市安来町1058番地
TEL：0854-23-2500 FAX：0854-23-0880 担当：佐伯

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場②

現代に息づく‘和鋼’や日本遺産を身近に感じながら充実した会議・研修を

和鋼博物館

●ご希望により、たたら製鉄や日本刀について詳しくご説明します。（館内のご案内は無料です）
●たたら製鉄の道具「天秤鞴（てんびんふいご）」を踏む体験や日本刀を持つ体験が可能です。

映像ホールたたら製鉄

設定除外日

設定期間
設定除外日
受入可能人数
料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

通年（使用可能時間：9:00～22:00）
毎週火曜日（祝日と重なった場合は翌日）、年末年始
研修室：50名
研修室：300円／時間
※営利を目的に使用する場合、入場料等を徴収する場合時間
　外に利用する場合、冷暖房や有料の設備器具を使用する場
　合は別途料金がかかります。
電話またはFAX
なし
・予約、料金や利用条件等、詳しくはお問合せください。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。
《貸し出し可能な備品》
プロジェクター、スクリーン、マイク、アンプ、
キッチン設備等

一般社団法人木綿街道振興会事務局
島根県出雲市平田町841
TEL：0853-62-2631 FAX：0853-62-2632 担当：平井

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場④

ノスタルジックな雰囲気を感じる
木綿の集散地として栄えた『木綿街道』へ

木綿街道交流館

イベント会場例木綿街道交流館外観

●同施設内「ごはん屋棉の花」にて会議・研修中の食事や慰労会なども手配可能です。
●グーグルマップストリートビューで、施設内部の様子を見ることができます。
●造り酒屋、醤油蔵など木綿街道内の老舗で体験できるツアーが多数あります。
　街道のガイド案内とも合わせて研修のオプションにご活用ください。

会
議
・
研
修
会
場

パ
ー
テ
ィ
ー
会
場
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設定期間
設定除外日
受入可能人数

料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

通年
なし
オペラハウス大森座：約70名、
なかむらホール：約70名
お問合せください。

中村ブレイス株式会社
〒694-0305　島根県大田市大森町ハ132
TEL：0854-89-0231 FAX：0854-89-0018 担当：寺岡

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場⑧

世界遺産石見銀山エリアに佇む
オペラハウス大森座／世界一小さなオペラハウス
なかむらホール／ステンドグラスに彩られたホール

オペラハウス大森座、なかむらホール

なかむらホール　内観オペラハウス大森座 内観

●なかむらホールに併設するイタリアン料理店「ピッツェリア＆リストランテぎんざん」   
　にてオードブルやお食事が可能です。（収容人数：40名）
　【問合せ先TEL：0854-83-7477】

オペラハウス大森座 外観 なかむらホール 外観

電話
お問合せください。
設定の可否等を必ず
事前にご確認ください。

設定期間
設定除外日
受入可能人数
料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

通年
GW、年末年始、10～ 11月
約20名 ※20名以上、15名未満の場合は要相談
2,000円／人
※ワンドリンク＋絲原記念館、絲原家庭園の入園料を
含みます。
電話またはFAX
お問合せください。
設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

絲原家住宅茶房十五代
〒699-1812　島根県仁多郡奥出雲町大谷856
TEL：0854-52-0151　FAX：0854-52-0159

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場⑦

伝統ある絲原住宅の一角を利用した
カフェスタイル茶房で開放的な会議を

絲原家住宅  茶房十五代

絲原住宅外観茶房十五代内観

●食事を希望の場合はご相談ください。

設定期間
設定除外日
受入可能人数
料金（税込）

予約方法

取消料
留意事項

通年9:00～17:00
毎週火曜日（祝日と重なった場合は翌日）、年末年始
体験学習室：最大100名（スクール形式）
全面使用：1時間につき2,540円
半面使用：1時間につき1,270円
※冷暖房を使用する場合、営利目的で使用する場合は
　別途料金がかかります。
電話
※3か月前から予約可能です。
お問合せください。
・会場内は飲食禁止（蓋付容器の飲み物の持込みは　
　可）です。
・設定の可否等を必ず事前にご確認ください。

出雲弥生の森博物館
〒693-0011 島根県出雲市大津町2760
TEL：0853-25-1841　FAX：0853-21-6617

予約・問合せ先

オプション等

会議・研修会場⑥

弥生時代の出雲王に会える博物館で
会議や研修をしてみませんか

出雲弥生の森博物館（体験学習室）

体験学習室研修（イメージ）

●学芸員、ボランティアガイド等による博物館の展示解説や出
　雲市内遺跡等のガイドも承ります。（要予約）。

オプション等

●和室またはコテージでの合宿も可能です。
●和室12畳が3部屋あり、間仕切り無しで大広間としてご利用できます。
●会議・研修中の食事を（朝食）600円/人、（昼食）700円/人、（夕食）
　900円/人でご用意できます。
●料理等の手配も可能です。

設定期間
設定除外日
受入可能人数

料金（税込）

予約方法
取消料
留意事項

3 ～ 11月　9:00 ～ 22:00
お盆、年末年始
和室/コテージ:10 ～ 35名
多目的集会室/大広間和室:20名
・多目的集会室/大広間和室:9:00 ～ 17:00:1,930円（一律）
　　　　　　　　 一日利用（9:00 ～ 17:00）:3,240円
　　　　　　　　　　　　（17:00 ～ 22:00）:3,880円
・合宿宿泊プラン 1泊3食付
　和室またはコテージ 6,000円～ /人
　※3連泊以上宿泊の場合、1泊当たり1,000円/人引き
電話
お問合せ下さい。
・会議・セミナーで使用する備品は全て持ち込みになります。
・食事等の持ち込みがある場合は事前にご確認ください。

ふれあい公園笹遊里
〒696-0004 島根県邑智郡川本町大字川下3005-2
TEL：0855-72-2450

予約・問合せ先

会議・研修会場⑨

会議・セミナーに便利な多目的集会室

ふれあい公園笹遊里

外観内観


