見て、触れて、
体感して、
感性を刺激するリゾート

は紅葉観賞やりんご狩り、冬には

羽田沼の白鳥観賞など、バリエー

「ネイチャーツアー」では、
専門ス

することができます
（別途料金）
。

泊でも、これらのイベントに参加

型イベントの数々。今回の体験宿

ます。さらに見逃せないのが参加

くれる充実の施設には定評があり

ムなど、心身をリフレッシュさせて

プール、
テニスコート、
マッサージルー

５００ｍに位置する大浴場や温水

る〈ホテルエピナール那須 〉。標 高

約５ 万 坪 の 自 然 林 の 敷 地 を 有 す

り」
など６種が開催されています。

「トマトジャム作り」
、「こけ玉づく

を使用しての「 そば打ち体験 」や

ス。
その他、
100%地元産蕎麦粉

絵付け、手ひねり、ろくろの３コー

本格的な陶房での「陶芸体験」は、

講座を開催。ろくろに窯を備えた

も楽しみながら学べるカルチャー

また
「体験イベント」
は、
初心者で

た名所を訪れることができます。

ており、ガイドブックにはない隠れ

ブ」
は地元採用のスタッフが担当し

那須高原のほぼ中央に位置し、 ション豊かな内容を実施。「オリー

タッフ
「オリーブ」が四季折々の大

体感できる、感性豊かな時を過ご

自然の奥深さを、見て、触れて、

ツツジ群生地へ。夏はホタル観賞や

せるリゾートといえるでしょう。

自然へ案内してくれます。春なら

ニッコウキスゲの沼原湿原散策。秋

▲
（上）
オレンジピンクの八幡のツツジも華麗。
（中右）
「トマトジャム作り」
には那須高原で穫
れた完熟トマトを使用。
（中左）
「陶芸体験」
。
作品は焼成後配送可。
（下）
毎日開催の
「ネイチャーツアー」
をサポート
する、
専属チーム
「オリーブ」
のスタッフ。

栃木県那須高原

ツツジ観賞ツアーや陶芸など
那須高原の魅力を体験宿泊
ナクア リゾーツクラブ ホテルエピナール那須
▲5月19日〜6月13日
（平日のみ）
の
「ネイチャー
ツアー・ツツジ観賞」
ではゴヨウツツジの群生へ。
コレカラ限定体験宿泊の方は無料参加可能。

コレカラ限定体験宿泊

10,000

おひとり様

円

※平日、
土・休前日とも
（入湯税150円別途）
※和食コース・洋食コース
（1泊2食付）
※バスパック料金の場合13,000円
（東京・松戸・横浜・さいたま新都心発）
体験宿泊受付・問い合わせダイヤル

0800・601・5442

※受付／平日9:00～18:00、
土日祝10:00～17:00

ナクア リゾーツクラブ ホテルエピナール那須
体験宿泊DATA〔コレカラプラン〕

３月にメンバー専用の
「ナクアEXルーム」
12室が新設。
「空」
「山」
「森」
をテーマにした３タイプ
で、
すべて55㎡以上。
写真は
「Sky・TYPE-S」
。

●宿泊条件／当クラブの入会をご検討いただける方のみ。
設定期間はいずれも2009年7月31日まで。
先着30名様限
定。
入湯税150円は別途フロントでお支払いください。
また
クラブのご説明を30分〜60分程度させていただきます。
●特典／5月19日〜6月13日
（平日のみ）
の
「ネイチャーツ
アー・ツツジ観賞」
が無料で参加可能
●お風呂／敷地内源泉
（毎分204.6ℓ湧出・アルカリ単純
泉）の露天風呂つき温泉大浴場
（露天風呂の広さは男性
320㎡、
女性390㎡）
●立地と交通／栃木県那須郡那須町大字高久丙1 ※東北新
幹線
「那須塩原」
駅より無料シャトルバスで約30分
（約18.5km・
予約制）
、
東北自動車道
「那須」
I.C.より車で約10分
（約6.5km）
、
首都圏からのホテル専用直行シャトルバス
（横浜駅、
東京駅、
さい
たま新都心駅、
松戸駅の4カ所から発着、
要予約、
有料）
●リゾート内施設／エステサロン、
マッサージルーム、
屋内温
水プール、
レストラン、
ティーラウンジ、
テニス、
パターゴルフ他

那須高原は食材の宝庫。
農家直送、
地元
の新鮮な素材の風味は格別。

会員制リゾートクラブ
（入会金制）
DATA
●会員権価格
ウィークデープラン
（平日会員）
／99万7500円
◎年会費／3万1500円 ◎今回の募集口数／10口 ◎総口
数／115口 ※契約期間／10年
ファミリープラン／197万4000円
◎年会費／3万7800円 ◎今回の募集口数／60口 ◎総口
数／380口 ◎一室当たり口数／20口 ※契約期間／10年
ベーシックプラン／336万円
◎年会費／5万6700円 ◎今回の募集口数／45口 ◎総口
数／280口 ◎一室当たり口数／15口 ※契約期間／10年
●利用方法 ◎利用条件／ファミリ−プランは年間1口22
枚
（ベーシックは38枚）の施設利用券をシーズン区分で発
行、
券1枚で1室を定員内で1泊利用できます。
また夕食割
引券8枚を別途発行
（ベーシックは12枚）
。
◎会員利用料金
／お一人様3500円
（平日・週末とも）◎予約方法／直接
電話またはFAXにて予約が必要。利用日の3カ月前の同
日より受付。
先着順。
ただしハイシーズンは抽選。
●利用できる他リゾート ナクア白神ホテル&リゾート、
リ
ゾートイン白浜、
リゾートホテルオリビアン小豆島、
ホテル&
コテージ白河関の里
（相互利用施設）
、
ほか
「リゾネットシス
テム」
ホテル全国23カ所、
「ジョイネットシステム」ホテル
170カ所、
ゴルフ場120カ所、
レジャー施設3カ所。
●その他 ◎会員有効期限／会員資格取得日より10年間、
更新可能。
名義変更可能
（名義変更料10万5000円別途必
要）◎取引条件有効期限／平成21年7月31日
◎ホームページ／http://www.naqua-resorts.co.jp
株式会社ナクア アセットホールディングス
事業主／東京都中央区新川一丁目22番11号 フジライト新
川ビル1F 〒104-0033 ☎03-3553-2244
●資料のご請求は

巻末・同封の「資料請求シート」
、
「コレカラネット」
をご利用ください。

株式会社ナクア アセットホールディングス

私たちの
会員制リゾートクラブの
使い方・取手市 岩田ご夫妻

メンバーズサロンや
遠方ツアーなどには
お金で買えない魅力が
旅の始まりはメンバーズ・
サロンにて笑顔のお出迎え

各地へのツアーで知り合った
会員さんとの出会いが財産

フロントで並ぶことなくソファーで季節
のドリンクを飲みながらチェックインな
どが簡単に済むので助かります。
スタッ
フとも家族のような関係になり、メン
バーズサロンでの笑顔に癒されます。

年に10回以上ある旅行会では小豆島
や白神山地のツアーに参加しました。
遠方でもナクアの施設なので安心です。
特にツアーで知り合った会員さんとの
出会いはお金では買えない財産ですね。

◎費用実例

入会費用例 201万1800円※10年利用

※ファミリープラン／入会金197万4000円・年
会費3万7800円 ※ベーシックプランは341
万6700円
（10年利用の場合）

1室1泊費用例

約3500円（1名）

※ 5 名まで利用可 ※無記名制システムによ
り施設利用券をご持参いただければ誰でも利
用可 ※詳しくは左記データを。
「Sky・TYPE-S」
（2点とも・完成予想図）

▲

※クラブ紹介のパンフレットと DVD をお送りします。

天然温泉の大型露天風呂。
サウナ、
ジャグジー、
桧 左・メインタワー。
右・アネックスタワー最上階
風呂なども揃うリラクゼーションスペース。
には360度の大パノラマ展望台が。

0120・354・350

