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The island of Kashikojima is surrounded by the natural abundance and scenic views 
of Ago Bay, one of the most beautiful spots in Japan. Situated close to the great 
Shinto shrine of Ise Jingu, the spiritual home of the Japanese people, it is a place 
where time seems to stand still. In this magical spot stands a small hotel that started 
out as a restaurant. The blue sea, contrasting with the green of the island, the clean 
sea air, and exquisite cuisine that makes the most of Kashikojima’s bountiful local 
produce, combine to make this the perfect place to relax and unwind.

A restaurant with rooms, in the culinary treasure house of Ise-Shima

日本 でも有 数の 美しさを誇る英 虞 湾の 絶 景と豊 かな自然に包まれた 賢 島 。

日本人の心 のふるさととして知られる伊 勢 神 宮に 程 近く、穏 や かな 時 間 が 流 れています。

ここに 、レストランから生まれた小さなホテル が 誕 生しました 。

青い海と島 の 緑 のコントラスト、清らかな 空 気とともに 土 地の恵みを生 かした 美 食を 楽しみ 、

その 余 韻に浸りな がら心 地よく過ごせる、とっておきの 場 所 です。

食の宝庫、志摩に生まれた “ 滞在するレストラン ”



The kingdom of Ise is described in the Nihon Shoki, Japan’s oldest historical record, as umashi 
kuni (a beautiful land). The Shima area, in particular, is a culinary treasure house, and in ancient 
times was a miketsu-kuni, sending offerings of foodstuffs to the Imperial household and court. 
The restaurant makes lavish use of local produce, including black ormer, Ise-ebi spiny lobster, 
Matsuzaka beef and sansho pepper, to create unique cuisine that can only be enjoyed here.

Using the bountiful produce of the Ise-Shima area to create exquisite French cuisine

日本書紀に「美し国（うましくに）」と記された旧伊勢国。

とりわけ志摩市は、古くから皇室や朝廷に食材を献納する国を意味する

「御食つ国（みけつくに）」と呼ばれた食の宝庫です。

黒鮑のカルパッチョ仕立て、伊勢海老の炭火焼き、

松阪牛フィレ肉 実山椒の香りなど、地元食材を贅沢に生かした料理は、

ここでしか味わえないものばかりです。

伊勢志摩の豊かな食材をフランス料理に



素 材 の 味 をどう 生 か す か を

い つ も 考 え な が ら 料 理 して いま す。

As I cook, I am always considering how best to bring out the flavour of each ingredient.
今村 将人
料理長

福岡県出身。入社後はレストランひらまつやひらまつパリ
店などで研 鑽を積む。2015年9月奈良にオープンした
オー ベ ル ジュ・ド・ぷ れ ざんす  桜 井 で の 勤 務 を 経て、
地元食材を使った料理や宿泊施設を備えたオーベルジュ
の魅力を再発見し、現在に至る。常に生産者とのコミュニ
ケーションを大切にし、素材選びにこだわりを持つ。

M asa t o  Imamu ra

Chef Masahito Imamura was born in Fukuoka Prefecture, and 
honed his culinary skills in the kitchens of Hiramatsu’s major 
restaurants, including the Hiroo and Paris branches of Restaurant 
Hiramatsu itself. Prior to his appointment as chef at Kashikojima, 
he worked at the Auberge de Plaisance Sakurai, in Nara (opened 
in September 2015), where he rediscovered the attractions of the 
auberge or inn, which combines overnight accommodation with a 
restaurant using local produce. Chef Imamura insists on the very 
finest foodstuffs, and maintains close links with local producers.





ディナーは、海を眺める個室で。広さや趣が異なり、

部屋ごとにさまざまな角度から海を眺める、プライベートな空間です。

木のぬくもりを生かしたシンプルなインテリアが、

窓の外に広がる美しい英虞湾の景色を引き立てます。

朝と夕、また四季折々に違った自然の表情を楽しみ、

地元の美味を堪能する満ち足りた時間が流れます。

プライベート空間での食事に特別感も増して

Dinner is served in private dining rooms overlooking the sea. These private 
spaces all differ in size and ambiance, but share a warmth and simplicity of 
décor, based on natural wood, which sets off the beautiful views of Ago Bay 
from their windows. Their ambiance changes throughout the day, and from 
season to season, enhancing the delicious cuisine using Kashikojima’s bountiful 
local produce, and helping to create a truly fulfilling dining experience.

Private dining rooms make a delicious meal even more special



お いしい 空 気 もま た ご ち そうに 。

緑 薫 る ダイニ ング で の 朝 食 か ら 一 日 が 始 まる 。

Savour the sweet, clean air of Kashikojima:
start the day with breakfast in our leafy dining room.





温 泉 風 呂が 付いた 別 棟の 客 室は 、ヨーロッパのリゾートを思 わ せる空 間 。

ドアを開けると、ベッドル ーム 、温 泉 風 呂 、テラスが 英 虞 湾に向け て一直 線に連 なり、

その 先に広がる海 の 景 色は 、到 着 後に 最 初に体 験 するサプライズです。

とっておきの 楽しみは 、浜 島温 泉をなみ なみとたたえる御 影 石の 温 泉 風 呂 。

穏 や かな英 虞 湾を眺 めな がら、ゆったりと贅 沢 気 分 に浸ることが できます。

英虞湾からの爽やかな潮風を感じる別棟客室

The guest rooms in the annex building each have their own hot spring bath, and 
evoke the atmosphere of a European resort. Each bedroom leads directly to a 
bathing area, with a hot spring bath, and on to a terrace with a sweeping view 
of the sea that will be your first delightful surprise on arrival. A special pleasure 
is the hot spring bath, built of granite and filled to the brim with water from 
Hamashima Onsen, where you can relax and unwind in luxury while enjoying 
the tranquil view of Ago Bay.

Annex guest rooms with fresh sea breezes from Ago Bay



木 製 のブラインドからは優しい光 が 差し込 み 、

窓を開けると海 の 青と島 の 緑 が 美しい 英 虞 湾の 景 色を望めます。

お 食 事 を 楽しんだあと、部 屋に戻り、ソファに 腰 掛 け てゆったりと寛げ ば 、

木のぬくもりと温 かみ ある和の 雰 囲 気 に包まれます。

夜は 寝 心 地のよい 、まるで 雲 の上にいるようなベッドへ 。幸 福 感 に満 たされる瞬 間 です。

ぬくもりと心地よさに満たされる本棟客室

Guest rooms in the main building feature a warm and gentle Japanese-style 
décor. When you return to your room af ter a meal, relax on the sofa while 
enjoying the soft light that filters through the wooden blinds, and the view of the 
beautiful blue sea and green islands of Ago bay. At night, you will drift off into 
blissful sleep on a bed so comfortable you could be floating on a cloud.

The warmth and comfort of the main building guest rooms





英虞湾を眼下に望むタラソプールでリラックスしたあと、

海のミネラルを生かしたトリートメントを受けることができる「ザ タラソ スパ」。

ここで、いにしえから続く神秘的な海水を使った潮湯治と

フランス生まれ海洋療法タラソテラピーを融合させた、オリジナルのプログラムが生まれました。

賢島の海は、ボディ、マインド、スピリットのバランスを最善に導き、

海の恵みを惜しみなく与えてくれます。

神聖な伊勢志摩・賢島の海水に癒される

After relaxing in the Thalasso Pool, overlooking Ago Bay, why not visit the 
Thalasso Spa for a treatment using sea minerals? The spa’s programmes combine 
two traditions of seawater therapy, the mystical Japanese shiotoji, whose origins 
are lost in the mists of time, and thalassotherapy, originally developed in France. 
The seawater from around Kashikojima offers a wealth of therapeutic properties 
that help to restore the ideal balance of mind, body and spirit.

The soothing power of Kashikojima’s sacred seawater



木 々の 間 か ら 英 虞 湾 を 望 む

貸 切 の 露 天 風 呂 で ゆ ったり寛 ぎの 時 間 を 。

Relax and unwind in a private outdoor bath with a view of Ago Bay through the trees.



志摩横山駅
Shima-yokoyama Stn.

鵜方駅
Ugata Stn.

志摩神明駅
Shima-shinmyo Stn.

近鉄賢島カンツリークラブ
Kintetsu Kashikojima Country Club

近鉄浜島
カンツリークラブ

Kintetsu Hamashima Country Club
賢島駅

Kashikojima Stn.

近
鉄
志
摩
線

Kintetsu-shim
a Line

17

17

17

128

167

260

拡大
Zoom 近鉄賢島カンツリークラブ

Kintetsu Kashikojima Country Club

ばさら邸
Basara-tei

〒517-0501  三重県志摩市阿児町鵜方3618-52　TEL. 0599-65-7001
3618-52 Ugata, Ago-cho, Shima City, Mie 517-0501, Japan
www.hiramatsuhotels.com/kashikojima/

お車  名古屋方面より東名阪・伊勢自動車道経由、「伊勢西I.C.」下車。 
  名古屋から約2時間40分
  大阪方面より名阪国道、伊勢自動車道経由、「伊勢西I.C.」下車。 
  大阪から約3時間
  京都方面より名神、新名神高速、東名阪・伊勢自動車道経由、
 「伊勢西I.C.」下車。京都から約2時間30分
  電車  近鉄名古屋駅から「近鉄特急」で「賢島」駅まで約2時間10分
  大阪難波駅から「近鉄特急」で「賢島」駅まで約2時間40分
 「賢島」駅からタクシーで約5分

※所要時間は目安です。

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS KASHIKOJIMA

By Car About 2hours 40min. from Nagoya 
 via Higashi-Meihan Ise Motorway
 About 3hours from Osaka via Meihan Kokudo and Ise Motorway
 About 2hours 30min. from Kyoto via Meishin and 
 Shin-Meishin Expresway, Higashi-Meihan Ise Motorway
 
By Train About 2hours 10min. from Nagoya Station to Kashikojima Station, 
 by Kintetsu Limited Express
 About 2hours 40min. from Osaka Namba Station to 
 Kashikojima Station, by Kintetsu Limited Express

 About 5min. from Kashikojima Station to The Hotel by Taxi


