
BIHADA-PREMIUM- 別邸 「相生」

“築９０年以上の伝統を持つ最上級特別室
「美肌お籠り空間」としまねの恵み”

■宿名 玉造温泉 湯之助の宿 長楽園

『美肌県しまね観光情報説明会2021』

■タイトル
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１，施設の紹介（創業明治元年 今年で１５３年を迎える）

■施設のウリ・特徴
江戸時代、代々の藩主が静養に訪れるほど泉質が良く、環境にも恵まれた玉造温泉において、松江藩
より管理者として「湯之助」に任命され、温泉を取り仕切った。明治元年に旅館業を開始。約１１０年前に現
在、１２０坪を誇る日本一の混浴大露天風呂が作られ、棟方志功はじめ、多くの著名人が宿泊。２０１８年に
創業１５０周年を迎え、昭和天皇が御臨泊された「御座所」をリニューアルし『Gozashoアートギャラリー』と
したり、大露天風呂に障子を４枚活用した１６０インチのロテンブロシアター企画など、「温故知新」の精神
で取り組んでいる。

出雲エリア

石見エリア

隠岐エリア

【施設名】 玉造温泉 湯之助の宿 長楽園

【エリア】 出雲エリア （松江市玉湯町）

【部屋数】 ６７室

【温泉名】 玉造温泉

【泉 質】
ナトリウム・カルシウム－硫酸塩・塩化物泉
源泉は５本

【主要商品】 １泊２食の宿泊プランを中心

【価格帯】 1万1千円～6万5千円（1泊朝食～1泊2食）



築９０年の土台に新たな和を取入れた
≪美肌コンセプトルーム≫
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『離れ特別室・美肌会席・専用エステルーム』が生まれ変わりました。

▶離れ特別室であり、築９０年の伝統を誇る「離れ別荘 相生荘」を完全リニューアル。
美肌をコンセプトとし、最上位グレード客室『BIHADA-premium-別邸 相生』に生まれ変わりました。拡張
した露天風呂も含め、延べ面積１２６平米の贅沢な空間は、和精油を活用したメニューを体験できるエス
テルームを完備。
また、料理は、若手料理人２名を中心に完成させた季節ごとに変化する美肌会席『しまね美食膳』を提供。

【ポイントを３つ】 ※ハード・ソフトの改良に加え、お客様への提供方法に「こだわり」

１， 『BIHADA-premium-別邸 相生』として最上位グレード客室に。
２，地元の美肌食材を集めた『しまね美食膳』を若手料理人が創作。
３，８種の和精油・特別メニューを専用エステルームで施術可能に。

若手料理人２名が中心となり、島根
の美肌食材を活用した≪美食膳≫

別邸 相生の宿泊者が利用できる
客室専用「Relaxation Salon SOUJYU」

２，一戸建て離れをより優雅に女性向けに



ターゲット

女性 ３０～５０歳をメインに

女性同士（２人旅）、ご夫婦

首都圏・関西圏

性・年代

居住地

同伴形態

コンセプト：「自分磨き」を贅沢に追及するお手伝い

３，美肌観光で取り組むターゲットと新しい価値
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ターゲットイメージ

お籠り滞在や特別な記念日など、
特別な時間を過ごしたい方

創業１５３年の伝統の中に「美肌」をコンセプトに新しく生まれ変わったBIHADA-premium-別邸相生。
限られた滞在時間に寄り添いながら、「美湯」・「美食」・「エステ」等によって、宿泊された方の「美=自
分磨き」を贅沢に追及するお手伝いをする。宿での滞在以外にも、玉造温泉街や周辺地域での島根
らしい「美肌」・「ご縁」体験等を通じて、しまねの恵みを再発見していただく旅に。

新しい価値：「自分磨き」を通じて、本来の自分自身に向き合う



◆離れ別荘 「相生荘」 昔ながらの露天風呂付き客室 ◆美肌をコンセプトとした和モダン最上級特別室へ進化

◆「美肌」になってもらうために考案した美肌会席とエステ

自社サイトを中心に美肌滞在プランを造成

・1泊2日～の「美肌お籠り滞在」により美肌に特化した商品
開発を今後も進める。
・宿を起点とし、周辺地域の事業者やスポットとのコラボ
レーションにより、「宿以外の過ごし方提案」を行っていく。

③活かしきれていない「美肌温泉・玉造温泉」

・美肌の湯 玉造温泉。しかし、宿内での「美肌」をテーマに
した体験や過ごし方は特にない。近年は、温泉水を活用した
オリジナル化粧品造成や、地域事業者と連携した商品開発
はするが、まだまだ「美肌」をお客様へ提案しきれていない。

「BIHADA-premium-別邸 相生」リニューアル

90年の歴史は活かしながら、メイン和室・寝室・縁側・露天
風呂・パウダールーム・エステルームを改装。
当館最上級特別室・美肌コンセプトルームに生まれ変わる。

県内の美肌食材で美食膳・相生専用エステ

・若手料理人２名が、県内美肌食材を活用した『美食膳』
を考案し、料理人自らプレゼンテーション。
・エステは、別邸相生専用バリエステメニューを開発。
和精油を取り入れたオイルセレクトも可能にした。

②THE旅館の会席料理と館内エステ

・ベテラン料理長が作る和会席は、技術も高く、味も良いが、
女性向けではなく、評価は可もなく不可もなく。
・美肌に特化した会席はなく、客前には出ないというスタンス。
・エステは、館内エステルームにて通常の宿泊の方向けに
金額的にお得なエステメニューを展開。

①古き良き築90年「離れ別荘 相生荘客室」

・昭和初期の面影を残す一軒家の和モダンスタイル。
日本庭園内の小高い丘の上に建ち、縁側を降り、専用庭園
から日本庭園を一望できる。

Before After
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４，特化させた別邸相生で取り組んだポイント３つ

◆旅館ならではの会席料理・安さがウリの館内エステ

◆1万坪の敷地や温泉街、周辺地域を活用した過ごし方◆旅館の中での過ごし方提案は、ほとんどなかった。



５，特化させた別邸相生で取り組んだポイント①

Before（客室・露天風呂） After（客室・露天風呂）

7

「相生荘の縁側」 築９０年の雰囲気は良い。
通常はカーテンを閉め切り、縁側は活用できていない。

「相生専用岩露天風呂」 やや狭く１人用のサイズ。
洗い場も狭く、四方に暖簾があり、解放感は弱い。

「相生専用岩露天風呂」 ２名でもゆったりと語らいながら入れる
サイズで洗い場も広くし、開放的に。また、縁側から足湯も可能。

「増築した別邸 相生の縁側」 築９０年の伝統を活かしながら、
和モダンスタイルの客室と活用できる縁側。夜のライトアップも魅力

最上級客室で過ごすお籠り滞在



Before（専用内風呂とエステ） After（エステルーム）
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「相生荘専用の内風呂」 過去の増築時に
ニーズに応じて造成したが・・・

７，特化させた別邸相生で取り組んだポイント②

「相生荘専用の内風呂」は撤去。
新たに別邸相生専用エステルームにリニューアル

「館内エステ」 宿で受けれらるエステは、館内大浴
場奥のスペースのみ。料金はお手軽な施術中心。 「相生専用エステとエステメニュー」に進化

新規エステメニューで自分磨きを追求するお手伝い



６，特化させた別邸相生で取り組んだポイント③

Before（会席料理と演出） After（会席料理と演出）
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「従来の会席料理（一例）」 ベテラン料理長が味・見た目にも
こだわり定評はあったが、「THE旅館料理」で、女性向けではなかった。

「美肌食材を活用した『しまね美食膳』」 若手料理人2名が中心となり、
県内の美肌食材を春夏秋冬でアレンジし、直接お客様の前でご説明。

「従来の会席料理（おしながき）」 料理内容は全体的に把握
できるものの、食材へのこだわりや想いは伝わりにくかった。 「進化したイラスト型おしながきと『美食膳』料理のコンセプトカード」

しまねの恵み『美肌食材』を贅沢に味わう



湯之助の宿 長楽園『BIHADA-premium-別邸 相生』で過ごす至極のお籠り美肌旅

しまねの恵みの中心地『玉造温泉』で過ごす美肌滞在

「美肌」をコンセプトに新しく生まれ変わった『BIHADA-premium-別邸相生』にて美肌滞在。翌日はオプショ
ンでグループ館「玉造国際ホテル」で前日の美肌会席と同じ食材を使用した洋食ランチをご用意。

商品の特徴① １２６平米の最上級の空間

当館最上級グレード特別室に進
化した美肌コンセプトルームで専
用露天風呂の源泉かけ流しの湯
を含め、寛ぎのひとときを。

商品の特徴② 美肌食材『美食膳』と『エステ』

若手料理人2名が創作した渾身
の美肌会席『しまね美食膳』で内
から美を追求。

商品の特徴③ 国際ホテルで美肌ランチ

翌日はグループ館国際ホテルで
前日の美肌会席と同じ食材を使
用した洋食ランチ

販売価格（税抜）
※一般公示価格

1人当たり
1泊2日 金額： 45,000円（税抜）

オプション金額：5,000円（税抜）

価格に含まれるもの
別邸相生宿泊・しまね美食膳
オプション：国際ホテル美食ランチ

予約可能期間

通年提供
※ただし、月曜日は「国際ホテル」
ランチ営業が休みのため停止。

実施期間・実施回数 毎日１回 宿泊時のみ

催行人数 ２人まで



湯之助の宿 長楽園『BIHADA-premium-別邸 相生』で過ごす至極のお籠り美肌旅

しまねの恵み『日本酒』で味わう美肌滞在

「美肌」をコンセプトに新しく生まれ変わった『BIHADA-premium-別邸相生』にて、1泊2日の『美肌お籠り滞
在』プランを考案。当館と温泉街を中心とした『美肌お籠り滞在』行程は、「美肌温泉」・「美肌会席」・「エス
テ」等によって、宿泊された方の「美」を贅沢に追及する。また、宿での滞在以外にも、玉造温泉街にある地
酒専門店『ひとしずく』とタイアップした島根らしい「日本酒」体験１時間を贅沢にセット。

商品の特徴① １２６平米の最上級の空間

当館最上級グレード特別室に進
化した美肌コンセプトルームで専
用露天風呂の源泉かけ流しの湯
を含め、寛ぎのひとときを。

商品の特徴② 美肌食材『美食膳』と『エステ』

若手料理人2名が創作した渾身
の美肌会席『しまね美食膳』と別
邸相生専用エステルームでの贅
沢な自分磨きのための施術。

商品の特徴③ 地酒で美肌

玉造温泉街にある地酒専門店
「ひとしずく」と連携し、地酒飲み
比べ＋地元食材のセットをご用
意し、優雅なひと時を。

販売価格（税抜）
※一般公示価格

1人当たり
1泊2日 金額： 61,000円（税抜）

価格に含まれるもの

別邸相生宿泊・しまね美食膳・相生専
用エステ60分・温泉街「ひとしずく」地
酒飲み比べ1時間

予約可能期間

通年提供
※ただし、火・水曜日は「ひとしず
く」が休みのため停止。

実施期間・実施回数 毎日１回 宿泊時のみ

催行人数 ２人まで



湯之助の宿 長楽園『BIHADA-premium-別邸 相生』で過ごす至極のお籠り美肌旅

ご縁の国しまね+美肌県しまね しまねの恵み再発見

「美肌」をコンセプトに新しく生まれ変わった『BIHADA-premium-別邸相生』にて美肌滞在。日本最古の歴
史書と言われる「古事記」にもその名が記されている出雲大社。縁結びの神様と知られる、年間通じて多く
の観光客で賑わっています。自然に囲まれた神秘的なパワースポットも多数あり、専任案内人が約１時間か
け、ご案内いたします。

商品の特徴① １２６平米の最上級の空間

当館最上級グレード特別室に進
化した美肌コンセプトルームで専
用露天風呂の源泉かけ流しの湯
を含め、寛ぎのひとときを。

商品の特徴② 美肌食材『美食膳』と『エステ』

若手料理人2名が創作した渾身
の美肌会席『しまね美食膳』と別
邸相生専用エステルームでの贅
沢な自分磨きのための施術。

商品の特徴③ 縁結びの

翌日は出雲大社へ
専任ガイドが約１時間かけ、歴史
や参拝ルートなど詳しくご紹介致
します。

販売価格（税抜）
※一般公示価格

1人当たり
1泊2日 金額： 65,000円（税抜）

価格に含まれるもの

別邸相生宿泊・しまね美食膳・相生専
用エステ60分・出雲大社案内ガイド・
古代出雲歴史博物館入館料

予約可能期間 11月中旬〜12月末頃

実施期間・実施回数 毎日１回 宿泊時のみ

催行人数 ２人まで


