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ニュース リリース 

報道関係者 各位                             平成 24年 3月 19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＇東京都港区、代表取締役社長：小谷田孝行（が運営するホテル

グループ「ナクアホテル＆リゾーツ」では、４月から６月にかけて春～初夏を迎える国内各地の運営ホテルからの自

然を楽しむオプショナルツアーや近隣地域の情報などをお知らせします。 

 
～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、 

高い評価を受けている国内有数の総合リゾート。 

所在地：栃木県那須郡那須町 
 

那須の総合リゾート「ホテルエピナール那須」では、同ホテルの代名詞にもなったオプショナルツアー 

『絶対見せます！ さくらツアー』 を 4月に開催いたします。 

当ツアーは、人気により毎年恒例で実施しているもので、ホテルスタッフが名所から知る人ぞ知る隠れスポットま

で、現地の情報を最大限に生かし、必ず桜の咲いた姿をお見せするツアーです。 

もしお見せできなかった場合は参加費を全額お返しする、本気モードのオプショナルツアーとなっています。 

 

■ツアー名：「絶対見せます！ さくらツアー！」 

■開催日：2012年 4月 16日＇月（～4月 20日＇金（ 

■参加費 ：3歳以上一律 2,500円 

＇特製お弁当付き（ 

 

また５月～６月には、開花状況にあわせピンク色の山ツツジや純白のゴヨウツツジの最大約３万本の群生地へご

案内するツアーや、松尾芭蕉ゆかりの地で５，５００株もが咲く紫陽花＇あじさい（めぐりも開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 まだまだ情報満載！ 続きは次ページへ 

春～初夏は自然派で行こう！！ 
 

花・野菜収穫体験など、自然を楽しむネイチャーツアー満載 
４月・５月・６月情報  ナクア ホテル＆リゾーツ 

 

ツツジ群生地へのご案内ツアー 

 

■開催日：2012年 5月 14日＇月（～6月 8日＇金（ 
※土日除く 

■参加費：500円＇ゴンドラ代別途（ 

 

紫陽花めぐりツアー 

 

■開催日：2012年 6月 18日＇月（～6月 29日＇金（ 
※土日除く 

■参加費：500円 

 

http://www.naqua.co.jp/
http://www.epinard.jp/
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その他にも尽きない花と自然の名所へのご案内ツアー。＇詳しくはホテルスタッフまでお問い合わせください（ 

 

日本一の藤の花  あしかがフラワーパーク 

栃木県指定天然記念物、樹齢 140年の大藤棚や 80mも続く藤のトンネル。

誰もが息をのむ幻想的な風景が広がります。 

■開催日：5月 6日～5月 11日 

          ※平日のみ / 5月 6日のみ日曜開催 

■参加費：大人 1,380円、小人 980円 

 

 

 

ゲレンデいっぱいに咲き誇る水仙の花 

１００種３０万球の水仙がスキー場のゲレンデいっぱいに咲き誇る風景は

圧巻です。 

■開催日：5月 7日～5月 11日 

※平日のみ 

■参加費：1,700円＇入場料、ゴンドラ代別途（ 

 

 

 

 

ロイヤルファミリーの愛した自然 那須平成の森 

平成 20年まで那須御用邸用地として管理されていた約 560haの豊かな

森が、自然とふれあうための場所として開放されることになりました。 

希少種をはじめ多くの動植物が生息・生育している自然豊かな森です。  

   ■開催日：5月 14日～6月 8日 

※平日のみ 

■参加費：500円＇ゴンドラ代別途（ 

※前記「ツツジ群生地へのご案内ツアー」と同時開催です 

 

一面を埋め尽くす花々 那須フラワーワールド 

那須連峰を望む丘陵地帯一面を

埋め尽くす、季節の花々。 

■開催日：5月 14日～6月 8日 

※平日のみ 

■参加費：500円 

＇ゴンドラ代別途（ 

※前記「ツツジ群生地へのご案内

ツアー」と同時開催です 
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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か所のホテル運営をしています。 

 

～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 

 

リゾートホテルオリビアン小豆島では、５月に「ホタル鑑賞ツアー」と「千枚田を歩こうツアー」を敢行！ 

５月のホタル鑑賞はまだ国内でも早い時期での実施で、新緑の香りの中でのホタル鑑賞が楽しめます。 

また、小豆島の千枚田は日本棚田百選にも選ばれる美しさで、美しい瀬戸内の海に囲まれた原風景の中で、千枚

田の畦を歩くノスタルジーを満喫いただけます。 

■ツアー名：「ホタルツアー」 

■開催日 ：2012年 5月 27日＇日（～6月 10日＇日（ 

■参加費 ：300円 ＇５歳以下はバス席が必要な場合のみ有料（ 

※天候により中止となる場合があります 

詳しくは現地ホテルまでお問い合わせください。 

 

■ツアー名：「中山千枚田を歩こうツアー」 

■開催日 ：2012年 6月 18日＇月（～7月 13日＇金（ 

■参加費 ：3歳以上一律 500円 

 

 

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です。 

５月下旬～６月上旬にかけて、島内のオリーブが一斉に白い花を咲かせます。 

＇ホテル敷地内のオリーブでもご覧いただけます（ 

オリーブの白い花は決して目立ちすぎず、特に女

性に人気があります。小豆島では５月中旬～６月

中旬にかけて、オリーブ公園で「オリーブ＆ハーブ

フェア」などが開かれます。 

 

<<オリーブ＆ハーブフェア概要>> 

■開催日 ：2012年 5月 20日＇日（～6月 17日＇日（ 

■イベント＇予定（ 

・オリーブ石鹸づくり教室 

・ガーデニング教室 

・ハーブ染め教室、等 

 

http://olivean.com/
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～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 

 

 

リゾートイン白浜では恒例の大人の体験ツアー「のうてんきツアー」で、一番の収穫体験シーズンです。 

青空の下、畑にはいり新鮮な野菜を収穫する喜び、食べる喜びを体感してください。 

 

５月は早摘みそら豆の収穫体験。 

空に向って実をつけることからこう空豆と呼ばれている「そら豆」。 

収穫時期は約 2週間と意外と短いのですが、新鮮なそら豆は、塩茹でにしてもよし、甘く煮てもよし。 

特に早摘みのそら豆は、薄皮もとても柔らかく、食べるのに独特のクセもありません。 

栄養価も高く、美味しい。そして、ご飯のおかずにも、お酒のおつまみにもなるすごいおまめさんです。 

 

■ツアー名：「早摘みそら豆の収穫体験ツアー」 

■開催日 ：2012年 5月 7日＇日（～ 

■参加費 ：1,600円 

＇そら豆 1kgのお土産付き（ 

※天候により開催期間に変更があります。 

詳しくは現地ホテルまでお問い合わせください。 

 

 

６月からは、朝取りとうもろこしの収穫体験。 

生で食べられるとうもろこし「味来(みらい)」を収穫して、その場で食べられる体験ツアーをご用意しています。 

地元農家の協力の下、生でも食べられるとうもろこしの収穫体験ツアーが可能になりました。 

朝露をたっぷり含んだ朝取りのとうもろこしは日中収穫するものと違い、抜群の糖度とみずみずしさで、食べた人で

なければわからない美味しさです。 

参加費で 5本収穫ができ、追加については１本 150円＇直売（となりますが、過去最高は 100本追加で買ってお帰り

になったお客様もいらっしゃいました。 

■ツアー名： 

「生でも食べられる！ 

朝取りとうもろこしの収穫体験ツアー」 

■開催日 ：2012年 6月 1日＇金（～ 

■参加費 ：1,700円 

※天候により開催期間に変更があります。 

詳しくは現地ホテルまでお問い合わせください。 

 

 

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 

 

５月～６月は水上に遅く訪れる春。 

やっと訪れる春は、山菜狩りと尾瀬ハイキングという、山の恵みをもたらしてくれます。 

標高966m、200万坪＇東京ドーム164個分（の敷地を有する「水上高

原ホテル２００」には、多くの自然林が残されており、春は山菜の宝

庫となります。 

季節を感じられる山菜が、どのように生えているのか？ 

採取の仕方、注意点などをガイドのキンちゃんに説明してもらうので

初めての方でも安心して入れます。 

都会では味わえない高原散策感覚で楽しんでいただき、採れた山

菜はお持ち帰りいただけます。 

■ツアー名：「山菜狩り体験ツアー」 

■日程：2012年5月下旬～6月の毎週月曜日開催予定 

■料金：１泊３食付 （2名1室の場合）お一人様 ￥12,800～（保険料含む） 

※ご夕食は、和洋中60種類・地元のこだわり食材をふんだんに使用した美味しいバイキング 
 

 
2007年に指定国立公園となった尾瀬。 

童謡に出てくる水芭蕉や湿原を黄色で埋め尽くすニッコウキスゲな

ど、大湿原の草花や壮大な山々を望む尾瀬へのハイキングはホテ

ルスタッフ全員のお勧めです。 

ホテルからは直通バスが出ているので、行きも帰りも楽々。 

バスは「これぞ尾瀬」と言わんばかりの景色の鳩待峠側入り口へ。 
 

お弁当を持って、尾瀬を観光したあとは、ゆったりと温泉に入り、お

いしい地元の食事に舌鼓。 

ご夫婦でゆっくりと歩む尾瀬、仲間と花を愛でながら過ごす尾瀬、

思い思いの尾瀬ハイキングを楽しんでください。 
 

■ツアー名：「尾瀬＇鳩待峠（ツアー」 

■開催日 ：2012年 6月 1日＇金（～10月 28日＇日（ 

■参加費 ：往復バス代：2,000円＇宿泊者（ 

           ＇お弁当飲み物は 1,050円（ 

 

※見ごろ ：6月上旬・・・水芭蕉 

7月頃  ・・・ニッコウキスゲ 

9月上旬～10月上旬・・・・草紅葉 

 

http://www.minakamikogen200.jp/


Naqua NEWS 
 

 6 / 7 

ニュース リリース 

ホテル敷地内には約 12,000株もの水芭蕉が群生す

る場所があります。 

 

昨年から皆様に楽しんでいただけるよう、送迎もは

じめました。 

 

開花時期は低地では4月からなのに対し、水上高原

ホテル２００のある高地では融雪後の 5月にかけて

開花なので GW頃がちょうど見頃となります。 

 

 

■期間：2012年 4月 28日＇土（～5月 6日＇日（予定 

■時間：7:30～11:00＇最終 10:30ホテル発（ 

■料金：宿泊者無料 
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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。 

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！ 

所在地：東京都品川区西五反田 

 

 

TOKO HOTELでは、都心で楽しめる春情報をお伝えします。 

 

４月、ホテル近隣の目黒川では大崎近辺から池尻にかけて桜が見

ごろを迎えます。 

特に、目黒から池尻までの約 3.8キロの目黒川沿いの両岸には、

約 800本の桜が川の両岸に立ち並び、中目黒付近の川沿いには、

カフェやレストランなど多くの飲食店が飲み物や軽食などの店頭販

売も行い、都会の知る人ぞ知る散歩コースは桜に彩られます。 

 

 

 

また５月２２日には東京スカイツリー  が遂にオープンします。 

当ホテルは五反田駅から３０秒。 

目の前の都営浅草線に乗ると、乗り換え無しで東京スカイツリー  近くの押上

駅＇スカイツリー前（まで一直線です。 

 

春の過しやすい陽気の中、直接天を仰ぐ東京スカイツリータウン  に向かうもよ

し、浅草で降りて下町を散策しながら向かうもよし。 

遂に花開く日本の新しい“大輪”に、あなたも会いに行きませんか。 

 

 

 

 

＜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。 

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   TEL  ：03-6430-6830（代） 

E-Mail：kaneko@naqua.co.jp 
 

 

http://toko-hotel.com/
http://www.naqua.co.jp/
mailto:kaneko@naqua.co.jp

