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VALUE THE HOTEL
Furukawa Sanbongi

バリュー・ザ・ホテル古川 三本木

宮城

バリュー・ザ・ホテル古川 三本木
〒989-6322　宮城県大崎市三本木南谷地字千刈田 146

 Tel．0229-52-5567　Fax．0229-52-5568

　▲JR 東北本線（東北新幹線）古川駅から車で約 13 分
　　13min.from JR Furukawa Station by  Car

▲三本木スマート I/C から車で約 5 分　
　　 5min.from Tohoku Expressway(Sanbongi Smart Exit )by car

近隣施設：徒歩圏内にコンビニ有り（ローソン） 

http://www.valuethehotel.jp/sanbongi

【バリュー・ザ・ホテル一覧】
バリュー・ザ・ホテル広野

バリュー・ザ・ホテル仙台名取
バリュー・ザ・ホテル東松島 矢本

バリュー・ザ・ホテル石巻

宝の都（くに）・ 大崎
～ずっとおおさき ・ いつかはおおさき～

【ひまわりの丘】
夏はひまわりの花が咲き乱れます

約４２万本のひまわりが咲き誇る中
毎年 8 月の上旬から中旬まで

「ひまわり祭り」が開催されます
特産品の販売などが行われ

県内外から訪れる多くの人で賑わいます
車で約 10 分

【ひまわりの丘】
夏はひまわりの花が咲き乱れます

約４２万本のひまわりが咲き誇る中
毎年 8 月の上旬から中旬まで

「ひまわり祭り」が開催されます
特産品の販売などが行われ

県内外から訪れる多くの人で賑わいます
車で約 10 分

【バルーンフェスティバル】
澄み渡った秋空を彩る色とりどりの気球群
全国から色鮮やかな気球が集まり
各競技で腕を競います。
気球に実際に乗れる係留気球など
趣向を凝らしたイベントもあります。

【バルーンフェスティバル】
澄み渡った秋空を彩る色とりどりの気球群
全国から色鮮やかな熱気球が集まり
各競技で腕を競います。
気球に実際に乗れる係留気球など
趣向を凝らしたイベントもあります。

観光地 -Tourist spot-

車で約 35 分 車で約 40 分

車で約 20 分

【伊豆沼】【伊豆沼】 【鳴子峡】【鳴子峡】
146 sengarita aza minamiyachi

sanbongi osaki miyagi,989-6322 Japan



AED
Automated External Defibrillator

自動体外式除細動器

Games corner
ゲームコーナー

Conference Room
貸会議室

Vending Machine
自動販売機

Loundry
ランドリー

Restaurant
レストラン

Table Tennis
卓球

バリュー・ザ・ホテル公式キャラクターバリュー・ザ・ホテル公式キャラクター

バリューちゃんバリューちゃん

バリュー・ザ・ホテル古川 三本木が

選ばれる　　　　　ポイント

バリュー・ザ・ホテル古川 三本木が

選ばれる　　　　　ポイント５つの５つの

Point
１

Point
２

Point
3

Point
5

Point
4

三本木スマートICから約3㎞
東北観光の中間地点に最適♪
三本木スマートICから約3㎞
東北観光の中間地点に最適♪

オートロックでセキュリティ万全

大型駐車場を完備しているから
大型のバスやトラックも楽々駐車
大型駐車場を完備しているから
大型のバスやトラックも楽々駐車

Wifi 環境Wifi 環境

日替わりの朝食は
営業時間が5:00～9:00

バイキングで一日の活力を！

日替わりの朝食は
営業時間が5:00～9:00

バイキングで一日の活力を！

オートロックでセキュリティ万全

ご予約

待ってるっちゃ♪

～お客様の安心安全のために～

当ホテルではお客様が安心、安全に

ご宿泊いただけるよう AED を設置しております。

バリュー・ザ・ホテル古川 三本木
Value The Hotel Furukawa Sanbongi

シングルルーム・セミダブルルーム・レディースルーム
ツインルーム・バリアフリーツインルームご用意の全 513室

FacilityRooms

アルコールドリンク・ジュース・アイス
スナック・カップ麺・新聞・煙草を販売
アルコールドリンク・ジュース・アイス
スナック・カップ麺・新聞・煙草を販売

72台もあるから待ち時間なし！
女性専用のランドリーも完備

72 台もあるから待ち時間なし！
女性専用のランドリーも完備

お風呂に入るおに
仲間とワイワイ♪
お風呂に入る前に
仲間とワイワイ♪

朝食  5:00 ～ 9:00
夕食 18:00 ～ 21:00
朝食  5:00 ～ 9:00
夕食 18:00 ～ 21:00

Single Room

Twin Room

客室数472室（喫煙 201室 / 禁煙 271 室）
広さ 11.8 ㎡　 ベッドサイズ 110㎝×195 ㎝
11.8 ㎡の空間を最大限に無駄なく利用した
落ち着きのある空間。

客室数 33室（全室禁煙）
広さ 23.6 ㎡ 　110 ㎝幅のベッドが２台
忙しい朝のメイクタイムも洗面台が２つあるので
女性同士の利用に便利です。２台のベッドをくっつけて
ハリウッドツイン（220㎝のダブル幅）としてもご利用
いただけるため小さなお子様とご一緒のファミリーにも最適。

・テレビ
・冷蔵庫
・個別空調設備
・ドライヤー
・ユニットバス
・スタンドミラー

・ハンガー
・電気ケトル
・お茶、ほうじ茶
・ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー
・カミソリ、歯ブラシ、ヘアブラシ、綿棒
・フェイスタオル、バスタオル、バスマット、ガウン客室設備

～ご予約制～～ご予約制～
Semidouble Room

客室数4室（全室禁煙）
広さ 14㎡　 ・ベッド幅 120cm
WiFI・個別空調・温水洗浄便座を完備。
夫婦や恋人、大切な人と楽しいひとときを。

客室数 4室（全室禁煙）
広さ 14㎡　 ・ベッド幅 120cm
WiFI・個別空調・温水洗浄便座を完備。
ナノケアやアロマ加湿器等の女性に嬉しい備品と
たくさんのレディースアメニティをお部屋入れ♪
女性だけのご宿泊なら迷わずこちらへ♪。

Ladies  Room


