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有料会員限定 ! 記事 今月の閲覧本数： 2 本  登録会員の方は月 10 本まで閲覧できます。

大海原が湯船　絶景リゾート宿10選大海原が湯船　絶景リゾート宿10選  
何でもランキング何でもランキング

露天風呂を満喫したい季節。

海に浸っているような開放感が味わえる温泉はいかが。

ぜいたく気分に浸れる温泉リゾートの宿を、専門家が選んだ。

今週の専門家今週の専門家
▽石井宏子（旅行作家）▽石川望（フォトグラファー）▽川尻宣明（JTB商品企画部）▽沓掛
麻里子（日本温泉協会）▽杉本圭（温泉カメラマン）▽遠間和広（温泉ソムリエ家元）▽藤田
聡（温泉研究家）▽本多美也子（旅行ジャーナリスト）▽柳沢美樹子（旅LABO本郷代表）▽
山田祐子（ツーリズムワイズラボ代表）▽吉田裕之（関東東北じゃらんデスク）=敬称略、五
十音順

2019年9月14日（土）
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1.
老朽インフラ、日本の岐老朽インフラ、日本の岐
路　台風で停電、復旧あ路　台風で停電、復旧あ
と2週間と2週間

2.
住宅ローン「0%」時代住宅ローン「0%」時代
到来　減税効果でおつり到来　減税効果でおつり
もも

3.
ZOZO買収 ヤフー、反攻ZOZO買収 ヤフー、反攻
へ重圧「1位しか許されへ重圧「1位しか許され
ない」ない」

おすすめ情報おすすめ情報

知的財産マネジメントのMBAを1年で

初秋に訪ねたい酒肴のうまい店

シニアに求められるのは「フツウ」

仕事のミスを防止する実践ノウハウ

共働き世帯に支持される街の特徴は？

あなたのエグゼクティブレベルは？

世界で、あなただけの家を見つけよう

カッターでも切れない！バックパック

アクセスランキングアクセスランキング 一覧 ,

!

!

- 日経からのお知らせ日経からのお知らせ

キャリア採用、通年で募集

,

. 「見えてきた？」特設サイト公開中「見えてきた？」特設サイト公開中

電子版有料会員なら「ストーリー」も読み放題
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■1位　熊野別邸　中の島■1位　熊野別邸　中の島（和歌山県那智勝浦町）780ポイント
船でのみ味わえる原風景船でのみ味わえる原風景

三方を山に囲まれた勝浦湾に浮かぶ小島に立つ和風リゾート。旧ホテル中の島を2019年
4月にリニューアルした。島にあるのは旅館だけで、交通手段は定期船。「船でしか入れ
ないため、秘境に行くような特別感を味わえる。和モダンデザインの施設はスタイリッ
シュで、リゾート気分に浸れる」（石川望さん）

露天風呂の「紀州潮聞之湯」からは、湾の外の無数の島や大小の岩が織りなす景観が望
め、開放感が満喫できる。「入り江を囲む山の稜線（りょうせん）と海のビジュアルは
日本の原風景そのもの」（杉本圭さん）。「海に落ちこむ地形の縁にあり、波音と一体
になった入浴ができる」（柳沢美樹子さん）。湯量も豊富な源泉かけ流しの天然温泉
だ。

船着き場から旅館入り口までをスロープにするなど施設全体にバリアフリーの工夫があ
る。浴場には男女用ともにタオルや有名ブランドの化粧水などのアメニティーを完備
し、部屋から手ぶらで入浴できる。支配人の谷口秀紀さんは宿泊客に「少しの手間も取
らせたくない」と話す。

(1)交通アクセス　JR紀伊勝浦駅から徒歩約6分の港から送迎船で約5分(2)1泊2日、2人
の1人当たりの宿泊料（2食付き、税別）2万1000円～(3)URL https://kb-
nakanoshima.jp/

■2位　銀波荘■2位　銀波荘（兵庫県赤穂市）470ポイント
瀬戸内の島々一望瀬戸内の島々一望

1位の熊野別邸中の島の露天風呂「紀州潮聞之湯」

[PR][PR] 一覧はこちら

SDGsは世界共通アジェンダSDGsは世界共通アジェンダ
サラヤ社長と東大発医療AIベンチャー
社長が対談／日経ソーシャルビジネス
コンテスト

味わって！三陸の海の恵み味わって！三陸の海の恵み
フレンチの有名シェフが受賞商品を使
って料理をアレンジ／岩手県水産加工
品コンクール

日本初の区庁舎一体再開発日本初の区庁舎一体再開発
進取の精神でグループの総合力を結集
し挑戦を続けていく東京建物の庁舎一
体型事業

今更聞けない銀行API連携今更聞けない銀行API連携
新たな時代の銀行が提供する、技術者
目線のAPI連携とは/GMOあおぞらネ
ット銀行

アクセスランキングアクセスランキング 一覧,

1. 老朽インフラ、日本の岐路　台風で停電老朽インフラ、日本の岐路　台風で停電
、復旧あと2週間、復旧あと2週間

2. 住宅ローン「0%」時代到来　減税効果住宅ローン「0%」時代到来　減税効果
でおつりもでおつりも

3. ZOZO買収 ヤフー、反攻へ重圧「1位しZOZO買収 ヤフー、反攻へ重圧「1位し
か許されない」か許されない」

4. 新型iPhone予約開始　端末最安値はK新型iPhone予約開始　端末最安値はK
DDIDDI

5. （ビジネスTODAY）新オークラ、国際（ビジネスTODAY）新オークラ、国際
水準価格水準価格

6. 景気減速 米中追い込む景気減速 米中追い込む

7. （私の履歴書）野中郁次郎（13）盟友（私の履歴書）野中郁次郎（13）盟友

8. 駅内一部のコンビニ店舗、増税還元せず駅内一部のコンビニ店舗、増税還元せず

9. 研究開発費「最高」が4割超 主要企業研究開発費「最高」が4割超 主要企業
調査調査

10. （春秋）国際標準なのかどうかは知ら（春秋）国際標準なのかどうかは知ら
ないけれど、米国で「会社は誰のものないけれど、米国で「会社は誰のもの
か？...か？...
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「海に突き出た赤穂温泉の中でも最南端にあり、眺望は絶景の一言」（藤田聡さん）。
「天海の湯」「岩海の湯」ともに海までの距離はわずか3メートル。瀬戸内海に浮かぶ大
小様々な島と、晴れていたら四国まで見渡せる。「寝湯や腰かけ湯など、湯につかりな
がら多くの場所から海が望める」（吉田裕之さん）。「日本の夕陽百選」に入った赤穂
御崎の夕焼けを、大パノラマで見ることができる。

インドネシア・バリ島のホテルで海と一体化したようなプールを見たスタッフが着想
し、11年に改装オープンした。「心に水面（みなも）が広がっていくよう。鏡のような
海がくれる最高のぜいたくが味わえる」（山田祐子さん）

海に面した客室のほか、庭園を望む客室、景観にこだわらない料金を低く設定した客
室、ホームシアターを備えた客室など様々なニーズに合わせる。モダンなインテリアや
厳選された瀬戸内海産の食材を使い、非日常感を演出する。

(1)JR播州赤穂駅から無料バスで約15分(2)1万6000円～
(3)https://www.ginpaso.co.jp/

■2位　皆生 游月■2位　皆生 游月（鳥取県米子市）470ポイント
海に浮かぶ!?湯船海に浮かぶ!?湯船

敗軍の将、兵を語る
箱根学生旅館連盟が解散箱根学生旅館連盟が解散

目覚めるニッポン　再成長へ、この一手
［議論］榊原英資「成熟をエンジョイしよう」［議論］榊原英資「成熟をエンジョイしよう」
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白砂の美しい弓ケ浜沿い広がる皆生（かいけ）温泉街の一角に、和モダンをテーマにし
たリゾート「RYOKAN」として5月に開業。「客室も和モダンで統一され、居心地は最
高」（本多美也子さん）

7階にある展望風呂は幅が十数メートルでゆったり。湯船の縁まで湯を流す工夫を凝ら
す。「水平線と湯船が一体となって海に浮かんでいるよう。夜は7色の水中照明と目の前
のビーチをライトアップ。水平線の船の明かりも相まって幻想的な景色を作りだしてい
る」（川尻宣明さん）

最上階の8階では海を眺めながらスパトリートメントを楽しめる。厨房では全国の宿泊施
設による朝ご飯コンテストで2位を獲得した総料理長が腕を振るう。「創作和食に合わせ
てソムリエがワイン、利き酒師が清酒を提案するなど新しい試みが満載。五感すべてを
楽しませてくれる宿」（遠間和広さん）。滞在の快適さなどを総合的に見てトップに推
す専門家も多かった。

(1)JR米子駅からバス、タクシーで約15分(2)2万4000円～(3)https://kaike-
yugetsu.jp/

■4位　ホテル南風楼■4位　ホテル南風楼（長崎県島原市）410ポイント
豪華客船をイメージ豪華客船をイメージ

日経TEST日経TEST

企業・団体試験企業・団体試験
ご希望の日時と場所で実施できます。

日経のベテラン記者を講師に日経のベテラン記者を講師に

経済や国際情勢など多彩な分野で専門性を持つ記者経済や国際情勢など多彩な分野で専門性を持つ記者
をご紹介しますをご紹介します
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1908年創業。海に面した客室やプールなど計5回の改装により、リゾート感たっぷりの
ホテルに。海へせり出すようなつくりの露天風呂で「豪華客船をイメージした広いデッ
キが素晴らしい。有明海を照らしながら昇る朝日を楽しめる」（沓掛麻里子さん）。

貸し切り露天風呂や女性限定の白色の泡風呂など10種類超の浴槽を用意。「まるで温泉
のテーマパーク。飽きずに過ごせる」（石川さん）。ボルダリングやすべり台などキッ
ズコーナーを完備し、赤ちゃん連れ向けのプランも進行中。有明の海の幸も好評でオー
ダーメイド会席は「食材や調理法を選べる」（柳沢さん）。

(1)島原鉄道島鉄本社前駅から徒歩約3分(2)1万1500円～
(3)https://www.nampuro.com/

■5位　吉祥CAREN■5位　吉祥CAREN（静岡県東伊豆町）370ポイント
緑とのコントラスト抜群緑とのコントラスト抜群

13年に全面改装。相模湾と伊豆大島を眼下に眺める露天風呂は檜（ひのき）造り。「ラ
グジュアリー感とプライベート感がたまらない。『秘密にしたい』との声も」（吉田さ
ん）。木々に囲まれた高台で、「伊豆の緑と海の青に癒やされる。晴れた日は海面に月

https://www.nampuro.com/
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光が描くムーンロードが楽しめる。まさに絶景」（川尻さん）。

約300平方メートルの全てがスパというフロアがあり、水圧マッサージやエステなどが
充実。好みのアロマオイルやネイルケア用品の無料サービスがあり、「女性目線のたお
やかな雰囲気がいい」（本多さん）。女子旅のリピーターが多い。

(1)伊豆急行伊豆熱川駅から送迎バスで約10分(2)2万8000円～(3)https://www.kissho-
caren.com/

■6位　浜千鳥の湯　海舟■6位　浜千鳥の湯　海舟（和歌山県白浜町）340ポイント
家族・カップルでゆったり家族・カップルでゆったり

太平洋を望む岬の先端で、大海原に乗り出す船に見立てた旅館。「浜千鳥の湯」は混浴
で、「ロケーションが素晴らしく海を一望できる絶景。専用の入浴着が用意あり、気軽
に楽しめる」（藤田さん）。それぞれ趣が異なる3つの貸し切り露天風呂が、海へ下りる
道に点在し、予約不要、無料で入れる。「家族やカップルで楽しめる」（杉本さん）

平屋建てや2階建てのメゾネット、アジア風など多様な客室を用意し、別荘や海外にいる
ような感覚を味わえる。秋冬はクエ料理を出すプランも。午後10時ごろからオープンす
る館内の夜鳴きそば屋が宿泊客に好評。

(1)南紀白浜空港からタクシーで約10分(2)2万9028円～
(3)https://www.hotespa.net/hotels/kaisyu/

■7位　ホテルミクラス■7位　ホテルミクラス（静岡県熱海市）300ポイント
自分だけの広い特等席自分だけの広い特等席

https://www.kissho-caren.com/
https://www.hotespa.net/hotels/kaisyu/
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旧大月ホテルを全面改装し、2007年開業。「熱海サンビーチを見下ろす風呂は横長で広
く、自分だけの特等席を独占できるうれしい設計」（石井宏子さん）。男性用は13階、
女性用は8階で「太平洋が一望でき、初島が見えることも。熱海海上花火大会の打ち上げ
会場が目の前。風呂や部屋から楽しめる」（沓掛さん）。

完全個室のトリートメントスパがあり、ホテル独自のマッサージ「アロマプレッシャ
ー」を受けられる。レストランでは地元食材を使ったフレンチを提供。バーも高級感の
ある内装で非日常が味わえる。東京都内から新幹線で約45分で、毎週末のように訪れる
客も。

(1)JR熱海駅からタクシーで約5分(2)1万8056円～(3)https://www.micuras.jp/

■7位　インフィニートホテル & スパ 南紀白浜■7位　インフィニートホテル & スパ 南紀白浜（和歌山県白浜町）300ポイン
ト
浴槽3つ、風光明媚な眺め浴槽3つ、風光明媚な眺め

1400年の歴史がある白浜温泉の中心から少し離れた小高い丘の上に17年に開業。「風

https://www.micuras.jp/
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光明媚（めいび）な眺望を日本三古湯のひとつで楽しめる」（遠間さん）。海や空をテ
ーマにした3つの浴槽があり、「個性的な湯船からいろいろな海の表情を眺められる」
（山田さん）。

イタリア出身のシェフがイタリアンを、副支配人を兼務する料理人が和食を担当。食事
目当てに通う客も。「地元南紀の海産物や肉、野菜を使っており、連泊して両方楽しみ
たい」（柳沢さん）。ジムやエステルーム、内装にこだわった喫煙室、旅行関連の書籍
を集めたライブラリーなど、滞在客を飽きさせない。

(1)南紀白浜空港から送迎車で約5分(2)2万2500円～(3)https://hotel-infinito.co.jp/

■9位　吟松■9位　吟松（鹿児島県指宿市）290ポイント
南国の海風浴びて爽快南国の海風浴びて爽快

薩摩半島の最南端にあり、錦江湾に面する。「海風が気持ちいい。穏やかな気持ちにな
れる」（山田さん）。「エメラルドグリーンの海と空を見下ろす爽快感は南国ならで
は」（杉本さん）。庭園の吟松ガーデンは南国情緒を感じられると人気。夜はライトア
ップされ、カップルや夫婦が夜風を楽しむ。

薩摩揚げや黒豚、さつま汁など郷土料理を用意。料理卓の中央から温泉が湧き出る珍し
いテーブルでの食事を楽しめる。「お食事がユニークで面白い」（沓掛さん）。客室付
きの露天風呂は陶器や石造りなどバリエーション豊か。

(1)JR指宿駅からタクシーで約5分(2)1万4000円～(3)https://ginsyou.com/

■10位　蟹御殿■10位　蟹御殿（佐賀県太良町）270ポイント
月光浴、カニ料理にも舌鼓月光浴、カニ料理にも舌鼓

https://hotel-infinito.co.jp/
https://ginsyou.com/
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太良嶽温泉にある一軒宿。国内最大の干満差を誇る有明海を望み、名称通りカニ料理が
自慢。「有明の食と絶景を徹底的に追求した宿。様々な海の表情と、地元の竹崎カニの
濃厚さと甘みは別格」（石井さん）

檜造りやジャグジーなど6種類の露天風呂がある。月光浴を楽しむ海辺の「月あかりテラ
ス」や地元の甘酒を味わえる談話室などはアジアのリゾート風の内装。「バリのリゾー
トのような温泉。どのシチュエーションでもすてき」（吉田さん）。誕生日にはフルー
ツ盛り合わせを振る舞い、還暦祝いには赤いちゃんちゃんこを用意。こまやかな気遣い
で人気の宿だ。

(1)JR肥前大浦駅から送迎車で約5分(2)1万5000円～(3)https://www.kanigoten.com/

■リゾート感が売り　開業や改装相次ぐ■リゾート感が売り　開業や改装相次ぐ

シンガポールの高級ホテル「マリーナベイ・サンズ」が2010年に開業。その屋上プール
が周囲の景色との境目を感じさせず、空と街に溶け込むような「インフィニティ（無限）
プール」として話題になった。日本では海岸沿いの温泉の宿泊施設が、同様な感覚で温
泉につかれる「インフィニティ風呂」で注目を集めている。露天風呂の湯に身を委ね、
空や海に溶け込んだり、浮かんだりするかのような感覚で、癒やされるという。

ランキング上位には、ここ数年で開業や改装した施設が並んだ。スタイリッシュで、非
日常感やリゾート感を売りにしている。「泉質よりも眺望を楽しむスタイルで、リフレ
ッシュできる」（ツーリズムワイズラボ代表の山田祐子さん）

今回は西日本の施設に人気が集まったが、「完全な露天風呂なので冬は寒い。暖かい西
日本の施設が力を入れているのでは」という声があった。「太陽光の具合で湯面の色が
変わり、1日に何度入浴しても楽しめる」と山田さん。温泉宿選びの新しいポイントにな
りそうだ。

ランキングの見方ランキングの見方
　数字は専門家の評価を点数化。宿泊施設の名称（所在地）。(1)交通アクセス(2)1泊2日2食

https://www.kanigoten.com/
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付きのサービス料込みの価格（税別、1人当たり）(3)施設URL。写真は1位が三浦秀行、ほか
は施設提供。

調査の方法調査の方法
　温泉に詳しい専門家の協力で「インフィニティ風呂」のある宿泊施設22軒をリストアップ。
「施設全体のやすらぎ感」「リゾート気分が味わえる」「空と海との一体感」の観点から専門
家が1位から10位まで順位付けし、編集部で集計した。（宇都宮想）

［NIKKEIプラス1 2019年9月14日付］

電子版の記事がすべて読める有料会員のお申し込みはこちら電子版の記事がすべて読める有料会員のお申し込みはこちら

有料購読のお申し込み

沖縄・宮古に新空港　利便性沖縄・宮古に新空港　利便性
高いリゾートアイランドに高いリゾートアイランドに
2019/3/29 5:40

ハワイ・ホノルルは改装ラッハワイ・ホノルルは改装ラッ
シュ　最旬ホテルの選び方シュ　最旬ホテルの選び方
2017/11/10 5:40

すぐに行きたい！ 達人推すぐに行きたい！ 達人推
奨、世界の絶景リゾート5選奨、世界の絶景リゾート5選
2017/1/26 5:40

PR 参加無料のセミナーで課題を解決＼スマホde申込／日経BizGateイベントガイド

3電子版トップ

PR あなたの年収は適正?【転職力＆適正年収】無料で診断します／日経キャリアNET
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PR ひと味違う食のアイテムや体験に出合える／食と酒の未来勘所(みらいつぼ)

PR 注目の分譲マンション＆一戸建て物件そろう！／新築物件セレクション夏
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PR 大阪・淀屋橋で人気水辺に面した快適オフィス 日経OFFICE PASSは法人利用可能
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