
純和室だった部屋が「SPAスイート」に進化♪
美肌温泉とエステを使った
「女子旅プランの造成」

■施設名 温泉リゾート風の国

『美肌県しまね誘客推進モデル事業』

■タイトル



温泉リゾート風の国 敷地俯瞰
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１，施設の紹介

■施設のウリ・特徴
浜田道旭ＩＣから送迎バスで７分の位置にある、温泉リゾートホテル。
大自然の中の３３ヘクタールもある森の中に作られた施設で、デンマーク語で「ヒュッゲ」（快適
な空間や時を過ごす事）をコンセプトに、リゾートホテルの他、グランピングサイト、ペット対応コ
テージなど、様々なタイプの宿泊施設がある。

出雲エリア

石見エリア

隠岐エリア

【施設名】温泉リゾート風の国
【エリア】石見エリア （江津市）
【部屋数】 25室+３棟（住箱 2021年8月デビュー）
【温泉名】 風の国温泉 源泉 長谷温泉

【泉 質】 アルカリ性単純温泉

【主要商品】
１泊２食の宿泊プラン、日帰り温泉、レストラ
ン体験：和紙工房、ビール工房、羊観光牧場
テニスコート、グラウンドゴルフコース

【価格帯】 １万３千円～５万円＋６５０円（日帰り温泉）



２，美肌モデル事業の取り組み概略
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【美肌モデル事業で取り組んだ場所やアピールポイントまとめ】

需要の落ち込んだ和室２部屋を１つに改装し、お肌のケアに特化した特別室（SPAスイート）が
誕生。眺望の良い檜の室内風呂の設置、和ハーブミストエステの導入（園内自生のクロモジを
使用）。また、「美」をテーマに野菜たっぷり塩ちょっぴりの朝食メニューを開発。代謝向上・老
廃物の排出を目的としたアクティビティなど、ターゲットは女子２人旅の需要拡大を狙う。

【美肌滞在プランのポイント３つ】
１， 眺望良い檜の室内風呂付の美肌ルーム『SPAスイート』誕生。
２， 客室内にて、園内自生「クロモジ」を活用した美肌エステ導入
３， 「美」にこだわる和朝食や広大な敷地を活用したアクティビティ

客室内専用 美肌エステの導入
「美」をテーマとした野菜たっぷりの

朝食メニュー
檜風呂（内湯）とパウダールームを
追加した特別室「SPAスイート」



ターゲット像

女性 ３０～40歳

女性同士（２人旅～）

メイン/広島県他中国地方 サブ・関西・九州

性・年代

居住地

同伴形態

コンセプト：都会の喧騒から離れて心身ともに美しくなる旅

コロナ禍で外出制限があったり、仕事においてもテレワークやWEB会議等、様々な形で
のしかかる現代社会のストレスに対し、癒しと心身のリトリートする場をご提供。３３ヘクター
ルの広大な自然と当館のＳＰＡスイートを活用し、朝活でのアクティビティや「美」をテーマ
とした朝食、エステやミストサウナ等を通じて本来の自分自身を取り戻していく滞在プラン。

新しい価値：朝活、朝食、エステ～自然に癒されるSPAスイート滞在～

３，美肌観光で取り組んだターゲットと新しい価値
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ターゲットイメージ

美意識の高い女子2人旅



４，美肌モデル事業で取り組んだポイント３つ

◆お風呂無し残念な ザ和室客室

コンセプトに基づいたストーリーを提案

・たき火と共に満天の星空観賞や羊の観光牧場の
設置、ビール工房を誘致し出来立てクラフトビール
の提供。季節イベントでの特別感の創造（初夏 ホ
タル観賞など）

③宿や宿以外での過ごし方に課題

・施設内の素材、特に温泉以外の有効活用が
出来ていなかった。

SPAスイートルームへの改装

・和室2部屋を1つにまとめ、開放感の高い特別室
・室内に檜風呂を設置の創造
・女性２人が同時に使えるパウダールームの設置

食事・エステで美肌メニュー開発
・大人の女性をターゲットに体の内部から「美しく」なる
和朝食メニューを開発。
・エステは、ボディ/フェイシャルエステに加え、園内
に自生するクロモジを活用したメニュー（和ハーブミス
トテント）を開発。

②人気だった和朝食だったが・・・。

・和朝食は評判は高かったが、美肌に特化し
た内容ではなかった。
・エステ実施ない

①築26年の客室

・よくも悪くも和一辺倒で特徴のない和室
・内湯なし

Before After
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◆和朝食は人気。館内にはエステはなかった。

◆様々な素材を活用した過ごし方提案◆宿泊以外の過ごし提案があまりされていなかった。

◆和洋折衷型の室内風呂付ルーム

◆美肌朝食と客室エステの導入



５，美肌モデル事業で行った取組① ビフォー・アフター

Before After
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純和風なお部屋

縁側部 （風呂なしのお部屋）

２部屋を１つに開放的な居住空間作り

檜の内風呂+室内エステ 導入



６，美肌モデル事業で行った取組② ビフォー・アフター

Before After
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古風な洗面+床の間部分

塩ビタイルと古いクロス

女性２名が同時に使える洗面台

木目調と石による内装の高質化



Before After
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もともと人気だった朝食をブラッシュUP

紙漉き体験

塩ちょっぴり（3.5ｇ）野菜たっぷり（120ｇ）美肌朝食

石見麦酒の地元トマトを使った
出来立てお酒

７，美肌モデル事業で行った取組③ ビフォー・アフター

朝活のススメ（朝ヨガ）

ドローン体験に
続くアクティビティ・・



～非日常体験リトリート★自然と美肌プランに癒されるSPAスイート滞在～施設名：温泉リゾート 風の国

自然の眺めに癒されながら朝から元気に動きたい！

「都会の喧騒から離れて心身ともに美しくなる旅」をコンセプトに、「SPAスイート」での滞在を軸に、朝活アク
ティビティや「美」をテーマとした朝食、エステ・クロモジミストサウナをはじめ、日常生活では味わえない過
ごし方（リトリート）をご提案。３３ヘクタールの広大な自然にも癒され、心身共に本来の自分を取り戻す。

商品の特徴① リニューアルした美肌ルーム

美肌をコンセプトに、２人同時に
使える広いパウダールームや園
内の景色も眺められる檜風呂等

商品の特徴②和ハーブミストサウナ

フェイシャルやボディエステと共
に、園内自生のクロモジを使った
ミストサウナ付のエステをご用意。

商品の特徴③ 内側からの美をテーマとした朝食

肌の乾燥の原因となるといわれ
る塩分を控え、野菜たっぷりの
和朝食をご用意。

販売価格（税抜）
※一般公示価格

合計金額：36,000円（１名）

価格に含まれるも
の

１泊２食付き宿泊・サービスドリンク・
C.O.Bigelow（シー・オー・ビゲロウ）の
スキンケアセットが特典として付く。
（内訳）
・Spaスイートルーム：20,000円～
・オプション：エステ16,000円（１２０分）
フェイシャル/ボディを選択
+クロモジ和ハーブミストエステ

予約可能期間
通年
※エステは２週間前迄に予約必要

実施期間・実施回数 1日１組限定 16：00～エステ施術

催行人数 ２人

貸切対応 貸切利用可能



最後に皆様へメッセージ
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島根はとにかく自然素材の多いエリアと思います。

今はネガティブにとらえている項目も違う人が見れば
特徴出しに使うことも可能と思います。

ターゲットを明確にして競合しないカテゴリーで1番を取ることが
できれば
どんな施設も新しい価値の創造ができると思います。

温泉リゾート 風の国も2019年の事業譲渡のあと、
小さな1歩から始まりました。
皆様と一緒に島根県の事業拡大・誘客の拡大に繋げていければ
幸いでございます。

ご清聴ありがとうございました。



商品タイトル 地域：島根県　江津市長谷

■言語対応 ■Japaneses□English□Chinese□Other

■言語補完ツール ■Yes／□No

■通訳ガイドの有無 □Yes／■No

Ⅰ.Spaスイートルーム

Ⅱ.エステ

Ⅲ.美肌会食

■実施期間 ■実施回数

（例）・通年　2月　/毎週水/木定休※繁忙時は除く
■在庫管理　　□Yes　□No □Yes／□No

■所要時間・開始時間 ■催行人数（最小/最大） ■問い合わせ対応可能時間 　9：00～18：00

（例）３時間　１０時開始
（例）　　　２　人～　　2人 ■問い合わせメールアドレス info@kazenokuni.jp

■公共交通機関でのアクセス

江津駅からバスで45分

旭ICバス停から送迎バスで15分

■待ち合わせ場所の住所

地元の食材（有機野菜）を存分に使用した肌に優しい食
豆乳鍋・トマトのジェラートなどオリジナル料理をご賞味頂きます。

しまね女子旅　美肌プランでリトリート

島根県・江津市の⼩⾼い丘の上に建つ『温泉リゾート⾵の国』⽬の前に広がる美しい⼭々の景⾊で普段の疲れを

癒し、身体の内外から美肌になる女子旅ここに生まれる。 ＜言語対応＞

イントロダクション
200文字以内

商品のポイント①
画像と連動

商品のポイント②
画像と連動

画像２

畳のダイニングとベッドルームが一つになった和洋折衷の贅沢なお
部屋。おしゃれで機能的なパウダールーム（女性２人同時可能です
♪）地下の温泉で美肌の湯をお楽しみください。

風の国で自生する和ハーブのクロモジを使用したエステもオプション
で楽しめます！
フェイシャルとボディーエステの選択制です。
（※要予約：宿泊予約時にエステをオプションで追加してください）

■キャンセルポリシー

受け入れ情報

＜その他プラン情報＞

■待ち合わせ場所の詳細案内：高速道路　浜田道　旭ICバス停

MAP
（待ち合わせ場所が分かる位の拡大地図） ＜価格情報＞

■オプション価格

■上記料金に含まれるもの

■上記料金に含まれないもの　

■ 価格（税込）

＜待ち合わせ場所と
アクセス＞

商品のポイント③
画像と連動

画像１

画像３

行程イメージ 広島駅/広島バスセンター（高速バス約1.5H）→旭IC→（施設送迎バス15分）→風の国フロント

【女子２人旅】１日１組様限定 “美肌県しまね” Spaスイートとここだけコンテンツがあふれる風の国でリトリート♪

２0，０００円～（2名時）

エステプラン16000円/人

C.O.Bigelow（シー・オー・ビゲロウ）のスキンケアセット（男性の方は）をプレゼント　・フェイ
スタオル（貸出）、バスタオル（貸出）、シャンプー、リンス、ボディソープ、ドライヤー
　歯ブラシ、コットン、綿棒、髪ゴム、カミソリ、ボディスポンジ、浴衣（貸出）、お茶・お茶菓
子、お水、ドリンク（２人分）　宿泊料/温泉入浴料/夕方　美肌会席/朝食　鐘馗めし（和会
食）

入湯税

■ガイドについての情報

■保険対応 □Yes／□No

■参加条件

■緊急対応の準備
（no　show，天候不良、遅刻など）

■注意事項の喚起

ポケトーク設置

事前予約２W前エステコース（フェイシャル/ボディの選択+風の国クロモジを使った
和ハーブテント）

	
キャンセル規定	 キャンセルについて
7日～1日前	宿泊料金の20%
当日	宿泊料金の100%
無連絡キャンセル	宿泊料金の100%

mailto:info@kazenokuni.jp


商品タイトル 地域：島根県　江津市長谷

■言語対応 ■Japaneses□English□Chinese□Other

■言語補完ツール ■Yes／□No

■通訳ガイドの有無 □Yes／■No

Ⅰ.和室

Ⅱお食事

Ⅲ.温泉

■実施期間 ■実施回数

（例）・通年　2月　/毎週水/木定休※繁忙時は除く
■在庫管理　　□Yes　□No □Yes／□No

■所要時間・開始時間 ■催行人数（最小/最大） ■問い合わせ対応可能時間 　9：00～18：00

（例）３時間　１０時開始
（例）　　　2人～　　5人 ■問い合わせメールアドレス info@kazenokuni.jp

■公共交通機関でのアクセス

江津駅からバスで45分

旭ICバス停から送迎バスで15分

■待ち合わせ場所の住所
＜待ち合わせ場所と

アクセス＞

MAP
（待ち合わせ場所が分かる位の拡大地図） ＜価格情報＞

■ 価格（税込） 13,200円～（2名時）※税込

■オプション価格

■待ち合わせ場所の詳細案内：高速道路　浜田道　旭ICバス停

■上記料金に含まれるもの 1泊2食付き

■上記料金に含まれないもの　 入湯税

アルカリ性単純温泉ならではのさらっとした柔らかいお湯は、
お肌がツルツルすると評判の『美肌の湯』
大きな窓から風の池を眺めながら、ゆったりと入浴をお楽しみくださ
い。

■緊急対応の準備
（no　show，天候不良、遅刻など）

行程イメージ 広島駅/広島バスセンター（高速バス約1.5H）→旭IC→（施設送迎バス15分）→風の国フロント

■保険対応 □Yes／□No

受け入れ情報

ポケトーク設置

商品のポイント①
画像と連動

画像１
ご家族やグループでの宿泊におすすめの広々とした和室で
ご家族・ご友人と団らんのお時間はいかがでしょうか？

「美肌の湯」といわれる温泉で心も身体もリフレッシュください！

＜その他プラン情報＞

■参加条件

商品のポイント②
画像と連動

画像２

■キャンセルポリシー

	
キャンセル規定	 キャンセルについて
7日～1日前	宿泊料金の20%
当日	宿泊料金の100%
無連絡キャンセル	宿泊料金の100%

地元の幸をふんだんに使用した料理長自慢の会席をご用意。
山陰名産ののどぐろなど地元の食材をふんだんに使用したメニュー
で
島根を満喫いただけます。

■注意事項の喚起

商品のポイント③
画像と連動

画像３

【女子２人旅】１日１組様限定 “美肌県しまね” Spaスイートとここだけコンテンツがあふれる風の国でリトリート♪

イントロダクション
200文字以内

しまね女子旅　美肌プランでリトリート

＜言語対応＞島根県・江津市の⼩⾼い丘の上に建つ『温泉リゾート⾵の国』⽬の前に広がる美しい⼭々の景⾊

■ガイドについての情報

mailto:info@kazenokuni.jp


商品タイトル 地域：島根県　江津市長谷

■言語対応 ■Japaneses□English□Chinese□Other

■言語補完ツール ■Yes／□No

■通訳ガイドの有無 □Yes／■No

Ⅰ.コテージ

Ⅱお食事

Ⅲ.温泉

■実施期間 ■実施回数

（例）・通年　2月　/毎週水/木定休※繁忙時は除く
■在庫管理　　□Yes　□No □Yes／□No

■所要時間・開始時間 ■催行人数（最小/最大） ■問い合わせ対応可能時間 　9：00～18：00

（例）３時間　１０時開始
（例）　　　2人～　　5人 ■問い合わせメールアドレス info@kazenokuni.jp

■公共交通機関でのアクセス

江津駅からバスで45分

旭ICバス停から送迎バスで15分

■待ち合わせ場所の住所
＜待ち合わせ場所と

アクセス＞

MAP
（待ち合わせ場所が分かる位の拡大地図） ＜価格情報＞

■ 価格（税込） 19,800円～（2名時）※税込

■オプション価格

■待ち合わせ場所の詳細案内：高速道路　浜田道　旭ICバス停

■上記料金に含まれるもの 1泊2食付き

■上記料金に含まれないもの　 入湯税／ワンちゃんの宿泊代（清掃代）8ｋｇまで1,650円／犬　8ｋｇ以上2,200円／犬

アルカリ性単純温泉ならではのさらっとした柔らかいお湯は、
お肌がツルツルすると評判の『美肌の湯』
大きな窓から風の池を眺めながら、ゆったりと入浴をお楽しみくださ
い。

■緊急対応の準備
（no　show，天候不良、遅刻など）

行程イメージ 広島駅/広島バスセンター（高速バス約1.5H）→旭IC→（施設送迎バス15分）→風の国フロント

■保険対応 □Yes／□No

受け入れ情報

ポケトーク設置

商品のポイント①
画像と連動

画像１
ワンちゃんとご宿泊いただけるコテージは全3棟
ロフトにはベッドルーム、1Fにはソファー付きのダイニング、
バルコニーもある別荘のような贅沢な空間です。
自然を身近に感じながらHYGGEにお過ごしください。

＜その他プラン情報＞

■参加条件 ワンちゃん同伴のお客様？

商品のポイント②
画像と連動

画像２

■キャンセルポリシー

	
キャンセル規定	 キャンセルについて
7日～1日前	宿泊料金の20%
当日	宿泊料金の100%
無連絡キャンセル	宿泊料金の100%

夕食は春～秋はBBQ！
旬の土鍋ご飯など和食とグランピングが味わえる贅沢なグランピン
グメニューです。
朝食はバスケットに入ったピクニック風のブレックファースト！
園内お好きな場所でお召し上がりください。

■注意事項の喚起

商品のポイント③
画像と連動

画像３

風の国でワンちゃんと一緒に泊まろう！　

イントロダクション
200文字以内

しまね女子旅　美肌プランでリトリート

＜言語対応＞島根県・江津市の⼩⾼い丘の上に建つ『温泉リゾート⾵の国』⽬の前に広がる美しい⼭々の景⾊

■ガイドについての情報

mailto:info@kazenokuni.jp


商品タイトル 地域：島根県　江津市長谷

■言語対応 ■Japaneses□English□Chinese□Other

■言語補完ツール ■Yes／□No

■通訳ガイドの有無 □Yes／■No

Ⅰグランピングテント

Ⅱお食事

Ⅲ.温泉

■実施期間 ■実施回数

（例）・通年　2月　/毎週水/木定休※繁忙時は除く
■在庫管理　　□Yes　□No □Yes／□No

■所要時間・開始時間 ■催行人数（最小/最大） ■問い合わせ対応可能時間 　9：00～18：00

（例）３時間　１０時開始
（例）　　　2人～　　5人 ■問い合わせメールアドレス info@kazenokuni.jp

■公共交通機関でのアクセス

江津駅からバスで45分

旭ICバス停から送迎バスで15分

■待ち合わせ場所の住所
＜待ち合わせ場所と

アクセス＞

MAP
（待ち合わせ場所が分かる位の拡大地図） ＜価格情報＞

■ 価格（税込） 18,700円～（2名時）

■オプション価格

■待ち合わせ場所の詳細案内：高速道路　浜田道　旭ICバス停

■上記料金に含まれるもの

■上記料金に含まれないもの　 入湯税

アルカリ性単純温泉ならではのさらっとした柔らかいお湯は、
お肌がツルツルすると評判の『美肌の湯』
大きな窓から風の池を眺めながら、ゆったりと入浴をお楽しみくださ
い。

■緊急対応の準備
（no　show，天候不良、遅刻など）

行程イメージ 広島駅/広島バスセンター（高速バス約1.5H）→旭IC→（施設送迎バス15分）→風の国フロント

■保険対応 □Yes／□No

受け入れ情報

ポケトーク設置

商品のポイント①
画像と連動

画像１
グランピングのテントは木に吊るされた球体テント3基とドーム型テン
ト2基の全5基。夜になると、薄暗い森の中にライトアップされたテント
が浮かび上がり、辺りはさらに幻想的な空間へ。
他のホテルでは味わえない特別な宿泊体験。自然の中で過ごす癒
しの時間をぜひお楽しみください。

＜その他プラン情報＞

■参加条件

商品のポイント②
画像と連動

画像２

■キャンセルポリシー

	
キャンセル規定	 キャンセルについて
7日～1日前	宿泊料金の20%
当日	宿泊料金の100%
無連絡キャンセル	宿泊料金の100%

夕食は春～秋はBBQ！
旬の土鍋ご飯など和食とグランピングが味わえる贅沢なグランピン
グメニューです。
朝食はバスケットに入ったピクニック風のブレックファースト！
園内お好きな場所でお召し上がりください。

■注意事項の喚起

商品のポイント③
画像と連動

画像３

森に泊まる グランピング！

イントロダクション
200文字以内

しまね女子旅　美肌プランでリトリート

＜言語対応＞島根県・江津市の⼩⾼い丘の上に建つ『温泉リゾート⾵の国』⽬の前に広がる美しい⼭々の景⾊

■ガイドについての情報

mailto:info@kazenokuni.jp


商品タイトル 地域：島根県　江津市長谷

■言語対応 ■Japaneses□English□Chinese□Other

■言語補完ツール ■Yes／□No

■通訳ガイドの有無 □Yes／■No

Ⅰ住箱-Jyubako-

Ⅱお食事

Ⅲ.温泉

■実施期間 ■実施回数

（例）・通年　2月　/毎週水/木定休※繁忙時は除く
■在庫管理　　□Yes　□No □Yes／□No

■所要時間・開始時間 ■催行人数（最小/最大） ■問い合わせ対応可能時間 　9：00～18：00

（例）３時間　１０時開始
（例）　　　2人～　　5人 ■問い合わせメールアドレス info@kazenokuni.jp

■公共交通機関でのアクセス

江津駅からバスで45分

旭ICバス停から送迎バスで15分

■待ち合わせ場所の住所
＜待ち合わせ場所と

アクセス＞

MAP
（待ち合わせ場所が分かる位の拡大地図） ＜価格情報＞

■ 価格（税込） ２2，０００円～（2名時）※税込

■オプション価格

■待ち合わせ場所の詳細案内：高速道路　浜田道　旭ICバス停

■上記料金に含まれるもの

■上記料金に含まれないもの　 入湯税

アルカリ性単純温泉ならではのさらっとした柔らかいお湯は、
お肌がツルツルすると評判の『美肌の湯』
大きな窓から風の池を眺めながら、ゆったりと入浴をお楽しみくださ
い。

■緊急対応の準備
（no　show，天候不良、遅刻など）

行程イメージ 広島駅/広島バスセンター（高速バス約1.5H）→旭IC→（施設送迎バス15分）→風の国フロント

■保険対応 □Yes／□No

受け入れ情報

ポケトーク設置

商品のポイント①
画像と連動

画像１
8月に新たに誕生したsnoｗ peakのモバイルハウス『住箱-Jyubako-
』で風の国の自然を満喫できる非日常体験はいかがでしょうか？
客室内にはベッドやソファーも完備され、ちょっぴり贅沢なプライベー
トな空間をお楽しみいただけます。

＜その他プラン情報＞

■参加条件

商品のポイント②
画像と連動

画像２

■キャンセルポリシー

	
キャンセル規定	 キャンセルについて
7日～1日前	宿泊料金の20%
当日	宿泊料金の100%
無連絡キャンセル	宿泊料金の100%

夕食は春～秋はBBQ！
旬の土鍋ご飯など和食とグランピングが味わえる贅沢なグランピン
グメニューです。
朝食はバスケットに入ったピクニック風のブレックファースト！
園内お好きな場所でお召し上がりください。

■注意事項の喚起

商品のポイント③
画像と連動

画像３

新しくできた住箱-Jyubako-

イントロダクション
200文字以内

しまね女子旅　美肌プランでリトリート

＜言語対応＞島根県・江津市の⼩⾼い丘の上に建つ『温泉リゾート⾵の国』⽬の前に広がる美しい⼭々の景⾊

■ガイドについての情報

mailto:info@kazenokuni.jp

