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ニュース リリース 

報道関係者 各位                             平成 23年 10月 5日 

株式会社 ナクア ホテル＆リゾーツ マネジメント 

（URL= http://www.naqua.co.jp/） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

株式会社ナクアホテル＆リゾーツマネジメント＇代表取締役社長：小谷田 孝行（が運営する、那須の総合リゾー

ト「ホテルエピナール那須」、では、2011年 11月 21日＇月（から 12月 16日＇金（の期間、那須の歴史情緒あふれる

「北温泉」を満喫できる「那須秘湯 ゆけむりツアー in 北温泉」を実施いたします。 

 

「那須秘湯 ゆけむりツアー in 北温泉」は、これからの紅葉シーズンに合わせて、施設宿泊者の皆様に、那須

の秘湯「北の湯」を満喫していただくために、ご用意したオプショナルツアーです。当ツアーは、2011年１月に実施し

た、雪景色と北温泉を共に楽しんでいただく第 1回のツアーが大変好評だったため、この度、これからの紅葉シー

ズンに合わせて第 2弾として実施を予定しているものです。1200年前に、天狗が発見したとされる那須の秘湯「北

温泉」は、紅葉の名所でもある駒ヶ滝も近くに位置しており、紅葉を最大限に楽しむことができます。 

 

■ツアー名：「那須秘湯 ゆけむりツアー in 北温泉」 

■開催日：2011年 11月 21日＇月（～12月 16日＇金（※土日除く 

■価格  ：3歳以上一律 1,200円 ※タオル付 

 

北温泉は、弱アルカリ性でお肌にも優しいお湯です。 

エピナール送迎バスで直接温泉までお送り致します。 

※シャンプー、石鹸はご使用いただけませんので 

 あらかじめご了承ください。 

 

  

「天狗の湯」は、那須七湯の一つで、元禄 9年に開湯したと伝え

られる温泉です。大天狗が宝亀年間(770年～)日光山より出羽

の国へ行く途中発見したと云われ、其の時出口の上にあった畳

６帖ほどの大岩が天狗の投げ石として現存しています。 

水着着用で入るプールのように広い「泳ぎ湯」や、大きな天狗

の面が飾られた混浴風呂「天狗の湯」など、混浴と男女別のお

風呂と計 5種類の温泉を楽しめます。 

 

 

大好評につき第2弾開催！ 

1200 年の伝統を誇る那須の秘湯で紅葉を満喫 
「那須秘湯 ゆけむりツアー in 北温泉」 

2011年 11月 21日～12月 16日開催 

那須 北温泉 

混浴風呂「天狗の湯」 

混浴風呂「天狗の湯」 

混浴露天「泳ぎ場」 

http://www.naqua.co.jp/
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～食とツーリズムにこだわった那須エリア最大級のリゾートホテル～ 

「ホテルエピナール那須」 ＇http://www.epinard.jp/） 

年間平均 76％以上というリゾートホテルとしては驚異的な稼働率を誇り 
国内で高い評価を受ける国内有数の総合リゾート。 

所在地：栃木県那須郡那須町高久丙１ 

 

ホテルエピナール那須では、これからの秋・冬シーズンに向けて、様々なツアーをご用意しています。 

▼秋以降のイベント、ツアー 

「紅葉観賞ツアー」    10月 3日～11月 18日 ※土日・10月 10日除く 

「ハッピー ハロウィン」  9月 14日～10月 31日 

「りんご狩りツアー」   11月 14日～11月 30日 ※土日除く 

 

いよいよ食欲の秋！ 

エピナール那須では、那須高原の新鮮食材を使用した、こだわりの料理をお楽しみ頂けます！ 

秋は、食材の宝庫・那須でも、一年の中で一番美味しい食材がそろう時期です。 

ご提供する料理は、どれも地元食材をふんだんに使った自信作です。 

 

当施設では、「食」に対するポリシーとして「スローフードの追求」「食文化

の創造と発信」「安全な食の提供」「食のバリアフリー化」「那須キュイジー

ヌの確立＇那須ならではの料理開発（」を掲げています。 

使用する食材についても一定の基準を設け、それらの条件に適った食材

を使用しており、アレルギー対策なども重視しながら、高原地帯の“那須

ならではの料理”をご提供しています。 

 

当施設自慢のバイキングレストラン「エルバージュ」は、和・洋・中６０種類

以上、スイーツ＇ケーキ・フルーツなど（３０種類という品数、高い評価をい

ただいています。 味だけでなく、７大アレルゲンの表示徹底やご相談に

よりアレルギー除去食もご用意しています。 

 

キッズ専用バイキングコーナーも設置し、お子様が安心してお食事できる

体制を整えています。 

 

 

子連れファミリーにとって安心して宿泊できる施設を認定

する、ミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」

の認定も受けており、各種赤ちゃんグッズの無料貸出や、

売店、キッズコーナーなども充実しており、赤ちゃん連れ・

お子様連れのご家族でも安心してお泊り頂けます。 

 

 

http://www.epinard.jp/
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■その他、運営施設・関連施設一覧 

ナクアホテル&リゾーツマネジメントは、ホテルエピナール那須を含め、現在 5か所のホテル施設の運営事業に関

わっています。 

 

～瀬戸内海を一望できる小豆島リゾート～ 

「リゾートホテル オリビアン小豆島」 ＇http://olivean.com/） 

今、映画や芸術で話題の瀬戸内海に浮かぶ小豆島で、見晴らしの良い高台に、

敷地面積 16万 m²を有するリゾートホテル。 

日本夕陽百選にも選ばれた、真の癒しを体感できます。 

所在地：香川県小豆島夕陽ヶ丘 

寒霞渓で紅葉を！ 

秋から冬にかけては、日本三大渓谷美の一つである、寒霞渓の紅葉を堪能いた

だけます。自然が造り上げた岩山には、50種類もの紅葉植物が自生し、ロープウ

ェイから渓谷の紅葉を楽しめます。11月 2日に

は寒霞渓もみじ茶会も開かれ秋本番です。 

リゾートホテルオリビアン小豆島の開放感いっ

ぱいの露店風呂からも、瀬戸内海の島々を一

望し、日本夕陽百選にも選ばれた露天風呂か

ら見る、絶景の秋の夕陽の中の島々を満喫で

きます。 

 

また、小豆島と言えば、言わずと知れたオリ

ーブの国内栽培発祥の地。 

10月 1日～11月 31日の期間は、近隣のオ

リーブ公園にて、オリーブ収穫体験・オリーブ

の新漬けづくり教室・しあわせのオリーブ・し

おりづくり体験が無料で開催されます。 

 

小豆島の「食欲の秋」の朝食は、楽天トラベル・朝フェス 2011麺部門１位の「かまたま素麺」で決まりです！ 

楽天トラベル「朝ごはんフェスティバル 2011」 麺

部門全国第１位＇総合全国第３位（ に輝いた

「かまたま素麺」は、小豆島名産の「手延べ素

麺」を軽く湯掻いて、卵と絡め、島の伝統「だし醤

油」を掛けて召し上がっていただく、のどごし最

高の一品です。 

また、子連れファミリーにとって安心して宿泊できる施設を認定す

る、ミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」の認定を中

四国でははじめて受けており、各種赤ちゃんグッズの無料貸出や、

売店、キッズコーナーなども充実しており、赤ちゃん連れ・お子様

連れのご家族でも安心してお泊り頂けます。 

http://olivean.com/


Naqua NEWS 
 

 4 / 6 

ニュース リリース 

～全室オーシャンビューの南房総リゾート～ 

「リゾートイン白浜」 ＇http://www.resortin.jp/（ 

目の前に太平洋が広がる、都心から 100kmのシーサイドリゾート。 

花とグルメが自慢の全室オーシャンビューのホテル。 

所在地：千葉県南房総市白浜町白浜 2784   

 

10 月の各日曜日には、“日本一早い解禁日”と“日本一の水揚げ高”の条件をクリアした伊勢海老にのみに名づけ

られる「房州海老」を、豪快にまるごと直火焼きで食べられるイベントが開催されます。 

■南房総白浜 秋まつり「房州海老＇伊勢海老（釣り」 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣の白浜フラワーパークの特設いけすで伊勢海老釣りをお楽しみいただけます。 

釣上げた伊勢海老は、そのまま直火焼きでお召し上がりいただくという、他では見ることのできない、豪快かつ美味

しいイベントです。 

開催日：2011年の開催は 10月の各日曜日 

時間  ：午前 10時～ 各日先着 100名様限定 

料金  ：南房総市旅館組合加盟施設宿泊者 1名 1,000円 

一般参加者                1名 1,500円＇共に入場料・房州海老＇伊勢海老（釣り１尾含む（ 

 

▼秋の温州みかん収穫体験 

近隣の田村農園さんにお願いして、この時期に特

別に『温州みかんの収穫体験』が可能になりました。 

みずみずしい果実、冬晴れの空の下、青い空とオ

レンジがよく映えます。田村農園さんでは、身体に

害がある農薬は一切使っていません。どなたも安

心して召し上がれるみかんです。 

開催日：10月中旬～12月下旬 

料金  ：1名 1,500円＇10個まで持ち帰り可（ 

リゾートイン白浜では、昨年 8室リニューアル

によりペットルームが完成しました。 

ペットと一緒に休暇を楽まれる方も、これから

のスポーツの季節に合わせ、ワンちゃんと一

緒に海の見えるドッグランで汗を流して一緒

に遊ぶこともできます。 

http://www.resortin.jp/
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～標高 966mの高原リゾート～ 

「水上高原ホテル 200」 ＇http://www.minakamikogen200.jp/（ 

尾瀬をはじめとした大自然に囲まれた高原リゾート。 

２００万坪という雄大な敷地を誇り、四季を通じてアクティビティが満載。 

所在地：群馬県利根郡みなかみ町藤原 6152-1 

 

この秋、水上高原ではみなかみの名所を巡る紅葉散策

ツアーを開催します。 

標高差がある「みなかみ」だからこそ、行く先々で木々や

山の色づきの移り変わりを楽しむことができます。 

高山植物が咲き誇る「谷川岳」、情緒あふれる「水上温

泉街」と、奇石、怪石が連続する利根川の峡谷のある

「諏訪峡」を訪れるこの秋おすすめのバスツアーです。 

期間 ：2011年 10月 11日＇火（～11月 26日＇土（  

）10月は平日のみ＇土休日は運休（、 

11月は毎日運行します。 

料金 ：大人 3,000円 小学生：2,000円 

    ＇バス代、谷川岳ロープウェイ往復代（ 

ホテルのアクティビティではツリートレッキングが人気です。 

「木から木へと安全帯を付けて渡り歩く木上版アスレチック」。コースの木々の間

に設けられた障害物を、渡り歩き、クリアしていくアクティビティです。 

高所恐怖症の方はちょっとドキドギしちゃうかもしれませんが、安全帯の扱い方

をスタッフがしっかりと教えてくれるので、子供から大人まで安全に楽しめます。 

中でも一番人気は、今年 200mの超ロングコースとなった「ジップライン」。 

高所恐怖症の人はドキドキ。でも、安全帯の扱い方をスタッフがしっかりと教えて

くれるので、子供から大人まで安全に楽しめます。 

10種類のツリートレッキング 

通常料金： 【大人】1名 1,500円  【子供】1名 1,000円 

※ツリートレッキングを含めた、その他のホテルのアクティビティを遊びつ

くすのにお得な「アクティビティ・パスポート」「スーパーアクティビティ・

パスポート」もございます。 

その他秋の水上近隣では、紅葉で色づく山々を堪能しながら

静かな湖面を滑るように走る「レイクカヌー」が人気です。また、

諏訪峡大橋からダイブする日本で唯一の「ブリッジ・バンジー

ジャンプ」なども体験できます。 

■カヌー半日体験ツアー 

ホテル宿泊者特別優待料金 ：おひとり様 5,500円 

                      ＇3歳以下無料（ 

■日本唯一！絶叫 ブリッジ・バンジージャンプ 

開催日： 10月 1日～11月 13日＇定休日火・水（ 

http://www.minakamikogen200.jp/
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～アクセス便利な都内の拠点～ 

「TOKO HOTEL」 （東興ホテル）＇http://toko-hotel.com/（ 

ＪＲ山手線・五反田駅より 30秒！ 

都営浅草線・五反田駅にも隣接し、ビジネスやレジャーにとても便利なホテル。 

所在地：東京都品川区西五反田 2-6-8   

東興ホテルは渋谷、新宿、池袋、秋葉原、浅草なら電車で１本、乗り換えなし！ 

 

今話題の東京スカイツリーへのアクセスもとっても便利。お台場やディズニーランドにも

簡単にアクセスできます。冬の「コミックマーケット 81」など、アニメ・コスプレ・同人誌・フィ

ギュア関連のイベントへ参加する際にも便利な宿泊施設です。 

1Ｆにコンビニエンスストアを併設していて、これからの季節は都内観光や就職活動・大学受験の拠点にもとても便

利なホテルです。 

 

■「食欲の秋」にあわせ、朝食バイキングのメニューを一新 

ホテル内２F イタリアンレストラン「サーラ・ルチーカ」で

は食欲の秋にあわせ、「健康に配慮したＴＯＫＯ ＨＯＴＥ

Ｌの朝ごはんで、不足がちな栄養を手早くとって今日の

活力に！」をテーマに、特に次の新メニューを中心に朝

食を美味しく健康的にリニューアルしました。 

 

①中年ビジネスマンのための、昔懐かしの一品 

「ナポリタン」をご提供 → 【朝ナポリタン】 

②健康バランスを考えた、バナナとブルーベリージャム 

の健康ピッツァ → 【朝ＰＩＺＺＡ】 

③シェフ特製の健康ジュースでグラス一杯からも栄養 

チャージ！ 

＇参考：9月はバナナとオレンジの入ったヨーグルトドリンク（ 

 

 

 

＜報道関係者様へ＞ 

各施設への取材のご協力やタイアップ等も対応可能です。 

プレゼント提供のご要望、その他ご要望等ございましたら下記問い合わせ先までお気軽にご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

■株式会社ナクアホテル＆リゾーツマネジメント（代表取締役：小谷田 孝行） 
本社  ：東京都港区新橋 5-35-10 新橋アネックス 2階 
事業内容：ホテル他レジャー施設の運営、リゾートクラブ運営・会員権

販売、アセットマネジメント、コンサルティング、旅行業他 
運営施設：ホテルエピナール那須等、全国各地のホテル・施設 
 
ホームページ：http://www.naqua.co.jp/ 

 
■当リリースに関するお問合せ  運営本部 金 子  俊   E-Mail：kaneko@naqua.co.jp 

TEL  ：03-6430-6830（代） 
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