
三溪園 鶴翔閣
企業研修・会議等ビジネス利用のご提案



国指定名勝三溪園について
三溪園は生糸貿易により財を成した実業家 原三溪によって、1906（明治39）年に

公開された、175,000㎡に及ぶ広大な規模を誇る日本庭園です。

園内には京都や鎌倉などから移築された歴史的建造物（重要文化財10棟・横浜市

指定有形文化財3棟ほか全17棟）が巧みに配置され、四季折々に表情を変える自

然と調和した景観がこの庭園の見どころとなっています。







鶴翔閣（旧原家住宅）横浜市指定有形文化財

鶴翔閣は、三溪園の創設者・原三溪が1902（明治35）年に住まいとして建て、三溪園造園

の際の足がかりとした建物で、その広さは約950㎡におよびます。

かつて横山大観や和辻哲郎など多くの文化人らはここに集い、 鶴翔閣は文化サロンとしての役割

も果たした場所でした。こうした由緒・歴史を背景に、現在では “利用できる文化財建造物” とし

て、皆様に活用いただいています。茶会や句会のほか、重要なお客様を迎えての商談や会食・会

議、研修会、演奏会、展示会など、様々なシーン、幅広い用途にご利用いただけます。





客間棟

楽室棟

茶の間棟
前庭

玄関
鶴翔閣の間取り

ユニバーサルデザイン
＊建物の内は概ね段差はなく、高齢者や障がい者、車いす

使用者の方にもご利用いただけます。

＊車いす使用者用自動昇降機や便房、ベビーシート設備

があります。



楽室棟 ― 主室
広間



客間棟

茶の間棟

前庭



＊会議・会食欄の数字は、最大対応人数の目安です。

＊( )  内の金額は、商用利用の場合及び土日祝日利用の場合の料金です。

＊前庭のみのご利用はできません。

＊冷暖房設備利用料は、利用料金に含まれます。

貸出施設

名 称 構 成

会議 会食 利用料金（ 円 ）

シアター スクール 立 食 イス式 9時～13時 13時～17時 17時～21時

楽室棟

広間 (30畳)

80 50 － 70
50,000

（100,000）
50,000

（100,000）
50,000

（100,000）

控室 (15畳)

主室I (20畳)

主室Ⅱ (12.5畳) 

主室Ⅲ (10畳)

茶の間棟

茶の間I (8畳)

30 20 － 24
20,000

（40,000）
20,000

（40,000）
20,000

（40,000）
茶の間Ⅱ (10畳)

茶の間Ⅲ (10畳)

客間棟

客間I (8畳)

30 20 － －
20,000

（40,000）
20,000

（40,000）
20,000

（40,000）
客間Ⅱ (8畳)

客間Ⅲ (11畳)

前庭 芝生850㎡ － － 100 －
30,000

（60,000）
30,000

（60,000）
30,000

（60,000）



利用申込み

受付開始期間 ご利用希望日の6ヶ月前にあたる日から受付けます。
ただし、賓客接遇やコンベンションプログラムに関連する会場としてご利用場合は、随時お申込みできます。
原則としてご利用当日の申し込みはできません。

申込受付時間 ９時～17時

休館日 12/29、30、31 ※設備の保守点検のために臨時休館することがあります。
※三溪園主催のイベント等のため、利用できない場合があります。

利用申込先 公益財団法人三溪園保勝会 〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷58-1
TEL：045-621-0634・5、FAX：045-623-6109（鶴翔閣直通）

※所定の「使用申込書」により、正式のお申込みとなります。

利用料金の
支払い

施設利用料金は原則として申込み時に、附帯設備使用料・入園料等は当日利用後に、現金または振込みでの
精算となります。

入園料等 利用料とは別に、主催者・参加者など関係者の入園料等が必要となります。
ご利用当日、付帯設備使用料とあわせてお支払いください。

施設利用料の
返還

既納の使用料は原則として還付いたしません。
ただし、当園の管理上の必要から使用できないと認められる場合には、全額還付するものとします。
また、使用者側の都合で使用日の30日前までに使用を取り消す場合には、既納の使用料の５割相当額を還付
します。
※還付にあたっては、所定の「使用料還付申請書」での申請が必要となります。

承諾できない
利用内容

＊施設利用の目的に反するとき。
＊一般入園者に対し、制限を加えるようなおそれがあるとき。
＊三溪園の景観、イメージを損ねる恐れがあるとき。
＊三溪園の秩序を乱し、または公益を害するおそれがあるとき。
＊危険物等を使う催事で、災害の発生等のおそれがあるとき。
＊公の秩序を乱し、または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

＊集団的、常習的に暴力不法行為を行う組織の利益に
なるとき。

＊葬儀、告別式等の行事のために使用するとき。
＊使用申込書等の記載に虚偽があるとき。
＊その他当園の管理・運営上支障があるとき。
＊政治活動、宗教活動を目的とするとき。



ご利用にあたってのご注意とお願い

事前打合せ 利用計画がまとまりましたら、事前打ち合わせをさせていただきます。

利用当日
について

利用当日は必ず「責任者」をおいて管理をお願いします。責任者の方は次の点をご確認ください。
＊使用承諾書の提示

◦担当スタッフにご提示ください。
＊機材・道具等の搬入

◦貼紙・看板などを掲示するときは、必ずスタッフにお申出ください。
建物は文化財です。許可なく壁や柱等などテープを貼ったり、鋲や釘を打つことはできません。

◦一般入園者の通行する場所や目に触れる場所、また消防設備の付近には物を置かないでください。
＊会場設営

◦テーブル・イス等の附帯設備を移動する際は、建物・附帯設備を傷つけることのないよう、ご注意ください。
＊会場の整理と安全確保

◦来場者の案内や非常時の避難誘導など、主催者が責任をもって行っていただきます。
＊ごみの処理

◦原則として、利用後に発生したごみはお持ち帰りいただきます。
＊施設利用後

◦会場は原則として利用前の状態でお返しいただきます。終了しましたらスタッフにご連絡ください。
◦状況を点検後、附帯設備使用料等の精算をお願いします。損傷や紛失がある場合には、弁償いただくことがあります。

喫煙
について

園内は原則禁煙です。園内の建造物は、いずれも国指定重要文化財・横浜市有形文化財あるいはそれに準ずる建築物で、
園内全域は横浜市火災予防条例の規定により、喫煙・火の使用が厳しく制限されています。ご了承・ご協力をお願いします。

その他の
諸事項

＊園内呼出し、電話の取次ぎは、緊急の場合を除き、原則としていたしません。
＊雨天時、傘の施設内への持込みはご遠慮いただいています。備付けの傘立てをご利用ください。
＊ポット、茶器類はご用意します。茶葉、布巾をあらかじめご用意ください。

庭園内での
禁止事項

＊樹木、草花などを採取し、または損傷すること。
＊鳥類、魚介類を捕獲し、または殺傷すること。
＊立入禁止区域内に立ち入ること。



飲食

ケータリング業者名
（三溪園契約登録業者）

種類 電話番号 WEBアドレス

京樽 和食 0120-050-916 https://shop.kyotaru.co.jp/ 

なだ万 和食 03-3356-8042 https://www.nadaman.co.jp 

美濃吉 和食 075-211-0800 https://www.minokichi.net 

隠れ里 車屋 和食 0466-35-5911 https://www.kuruma-ya.co.jp 

隣花苑 和食 045-621-0318 https://www.rinkaen.com/

ホテルニューグランド
和食・フレンチ・

イタリアン・コーヒー
045-681-1841 https://www.hotel-newgrand.co.jp/ 

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル

和食・フレンチ・
イタリアン・中国

045-223-2222 https://www.interconti.co.jp/yokohama/

横浜ロイヤルパークホテル 和食・フレンチ・中国 045-221-1000 https://www.yrph.com 

ローズホテル横浜 中国 045-681-2993 https://www.rosehotelyokohama.com 

本牧まかど 豆松 和食 045-623-6488 https://www.mamematsu.com/

＊会食、パーティーの目的でお申し込みの場合に、飲食をともなったご利用が可能です。

＊ケータリングサービスは、下表の三溪園契約登録業者からご利用いただきます。

＊飲食にともなう料金には、料理代のほかにサービス料、ケータリング人件費、運搬費、消費税など

の諸費用が必要となります。

＊客間棟では飲食はできません。

http://shop.kyotaru.co.jp/
http://www.nadaman.co.jp/
http://www.minokichi.net/
http://www.kuruma-ya.co.jp/
http://www.hotel-newgrand.co.jp/
http://www.interconti.co.jp/yokohama/
http://www.yrph.com/
http://www.rosehotelyokohama.com/


講演・研修等

使 用 例

茶会（立礼式）

会食（座敷）

茶会（立礼式）

会食（イス席）

会食（イス席）



三溪園の開園時間と料金
開園時間 9時～17時（入場は16時30分まで）※鶴翔閣は、9時～21時にご利用いただけます。

休園日 12月28日～12月31日

入園料 大人（高校生以上）700円 こども（小・中学生）200円

＊団体柳雄近（10名以上） 大人600円 こども100円

＊65歳以上の市内在住者 200円（横浜市発行の濱ともカードをご提示ください。）

＊障がい者（市内・市外とも） 本人および介護者1名まで無料（障がい者手帳をご提示ください。）

＊回数券（5枚綴り） 大人 3,000円 こども 500円

駐車料 乗用車：2時間まで500円、以降30分ごとに100円加算、当日の上限1,000円

バ ス：1台につき１回1,000円

＊三溪園の駐車場は、正門入口に隣接した場所にあります。

＊桜の開花時期や紅葉の見ごろ時期、夜間イベントの開催期間などは、駐車場は

混み合います。公共の交通機関のご利用をおすすめします。

＊バスの駐車を予定している方は、予約をおすすめします。

＊乗用車の駐車予約はできません。ご了承ください。

＊駐車場は、乗用車とバス兼用としています。バスの予約台数により乗用車の駐車

収容数は変動しますので、ご了承ください。



公共交通のご案内
＞＞＞根岸駅前バスターミナル拡大図、最寄りバス停から三溪園

ＪＲ根岸駅
から

1番のりば
《市バス58・99・101系統》 約10分 、
バス停「本牧」下車・徒歩10分

ＪＲ横浜駅
から

東口2番のりば
《市バス8・148系統》 約35分、
バス停「三溪園入口」下車・徒歩5分
《ぶらり三溪園BUS》(土・休日限定運行)約45分 、
バス停「三溪園」下車・徒歩5分
ぶらり三溪園BUS時刻表

ＪＲ桜木町
駅から

2番のりば
《市バス8・148系統》約25分、
バス停「三溪園入口」下車・徒歩5分
《ぶらり三溪園BUS》(土・休日限定運行)約35分、
バス停「三溪園」下車・徒歩5分
ぶらり三溪園BUS時刻表

みなとみらい
線
元町・中華
街駅から

4番出口そばのバス停「山下町」
《市バス8・148系統》約15分、
バス停「三溪園入口」下車・徒歩5分

http://www.sankeien.or.jp/access/pdf/map.pdf
http://www.sankeien.or.jp/pdf/burari20180324.pdf
http://www.sankeien.or.jp/pdf/burari20180324.pdf

