
私たち大江戸温泉リートは、人々の豊かで充実した時間消費、余暇活
用のための施設を投資対象としています。その中でも、古くから日本人
が愛してきた「温泉・温浴」を軸に、さまざまなサービスが複合する
施設を重点投資対象としています。
そのような私たちのユニークさや成長性を投資主様にお伝えできる
よう、これまで資産運用報告では、さまざまなコンテンツをお届けしてま
いりました。しかしながら昨今のコロナ禍の状況を鑑み、2 0 2 1 年 5
月期（ 第 1 0 期 ）よりコンテンツの一部を縮小し発行することといた
しました。最新情報はウェブサイトで発信してまいりますので、引き続
きご支援をいただけますよう宜しくお願いいたします。
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大江戸温泉リートの投資対象

2022年 5月期（第12期）業績ハイライト

投資主の皆様へ

本投資法人の保有施設について、前年は国内感染症拡大防止対策の一環として、一部休業を行っ
たこと等から稼働率の低下が見られましたが、2022年5月期ではコロナ禍の影響は受けている状
況であるものの、各県独自のキャンペーン等の実施により、近隣顧客・国内固定客中心に回帰が
見られ、平均客室稼働率は59.0%と回復基調となりました。

Point
2021年11月期に引き続きコロナ禍の影響を受け変動賃料が発生しませんでしたが、固定賃料に
ついては継続して確保をしています。2022年11月期についても変動賃料が発生しない想定での
分配金予想としています。

Point

営業収益

1,291百万円

1口当たり分配金

1,521円

営業利益

554百万円

平均客室稼働率

59.0%

当期純利益

353百万円

資産規模
（取得価格ベース）

34,449百万円

1口当たり NAV

111,763円

期末有利子負債比率

34.2%

賃料構造および1口当たり分配金 宿泊タイプ別月間客室稼働率の推移
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緊急事態宣言
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緊急事態宣言
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緊急事態宣言

4回目
緊急事態宣言
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出所：「シティホテル」、「ビジネスホテル」、「リゾートホテル」、「旅館」および「全体」につき、観光庁「宿泊旅行統計調査」に基づき資産運用会社が作成
※緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置は、東京都における発出を基準に記載※賃料構造は、公租公課、損害保険料およびその他の不動産運営費（第二賃料として別途収受）を除いて算出
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　2022年5月期（第12期）前半のテナント業績はコロ

ナ禍の継続で厳しい状況が続きましたが、首都圏の

まん延防止等重点措置が解除された3月以降は徐々に

回復基調となり、5月のゴールデンウィークから足元に

かけて、かなりのお客様が戻っており、客室稼働率に

ついては2022年5月期平均で59.0％となりました。

　最近では、安・近・短の特性を持つ「大江戸モデル」に

は追い風となる県民割等の地域施策が復活し、予断は

許さないものの、80％を超える稼働率も期待できる

状況が見えてきました。しかしながら、本投資法人の

事業構造上、変動賃料が発生しない状況が継続して

いることから、賃料収入は前期とほぼ同様になりまし

た。なお、賃料収入には、テナントの業績に関わらず支

払われる固定賃料と、業績に連動する変動賃料があり、

本投資法人のコロナ禍以前の賃料収入の9割以上は

固定賃料でしたので、コロナ禍での稼働率が厳しい状

況でもこれまで一定の賃料収入を計上することができま

したが、回復局面においても変動賃料の復活までには、あ

　ご案内しておりますように、2月末に本投資法人のス

ポンサーである大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ

（以下、「OHR」）の株主が交代しました。このことにより、

OHRの回復、再成長に向けて、今までの延長ではなく

新たな方針の展開やアクションも想定されます。こうした

中、OHRのスポンサーとしての本投資法人へのサ

ポート姿勢はゆるぎませんが、厳しい状況からの回

復を、本投資法人とテナントであるOHRともに達成し長

期的なWin-Winの関係を強化していくため、さまざま

な施策等について検討を進めていきたいと考えてお

り、新たな株主も含め協議を進めています。詳しい内容

はまだお伝えできませんが、基本的な考えとしては、ま

ず手元資金の拡充を図り今後の借入金リファイナンス

のリスクを解消していくこと、そして資金調達環境を改

善して外部成長の再開を可能にすること、並びに中長期

今西 文則
F u m i n o r i  I m a n i s h i

総合小売業の財務部門、関西系鉄道会社における上場リート
立ち上げ等の経験を経て、三菱商事・ユービーエス・リアル
ティ株式会社のリテール本部長および日本リテールファンド
投資法人の執行役員に従事。2015年11月に資産運用会社の
代表取締役社長、2016年3月に本投資法人の執行役員に就任。

事業構造上、厳しい時期はまだ続きますが、
V字回復・再成長に向け取り組んでまいります。

2022年5月期（第12期）の振り返り

回復、そして再成長に向けた取り組み

トップメッセージ

変動賃料の計算期間

（注）�「GOP」とは、売上高営業粗利益をいい、各施設の売上高から、人件費、一般管理費等の、各施設の運営に関して直接発生した費用を控除した残額����
��をいいます。「修正後GOP」とは、修正後GOP計算期間に係る各施設のGOPから、テナントが負担する物件に関する不動産関係費用を控除した額を�
��いいます。
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る程度の期間を要することとなります。

　財務面では、コロナ禍によるホテル系ビジネスの低

迷を背景に厳しい資金調達環境が継続し、借換え時の

借入コスト増、借入期間の短期化などを招きました。こ

うした状況に対し借換え時の条件悪化を防ぎ安定

化を図る目的で、前期末に借入金に対して自発的に

保有資産の担保提供を行い、さらに手元資金の拡充の

ため、この1月には「大江戸温泉物語�長崎ホテル清

風」を売却しました。残念ながら財務の安全・安定

化を優先するために、ポートフォリオの縮小という形を

取りました。

　こうした状況の中、2022年5月期（第12期）の1口当た

りの分配金は借入コスト増や物件売却の影響などによ

り、1,521円とさせていただきました。2022年11月期（第

13期）は、変動賃料収入が当面は期待できないことや厳

しい財務状況の継続などにより、1,420円の分配金を予

想しています。

　なお、本投資法人の資金調達力改善のための手元資

的な賃料収入の確保とアップサイドを見据えた、テナン

トであるOHRの早期の業績回復と成長戦略の促進で

す。そのためには保有物件の異動なども可能性としては

排除せず、さらに新たな賃料体系等についても改めて

検討していくというものです。これは今回の取り組みを

従来の延長ではなく、外部環境頼みではない抜本的

な問題解決のための聖域なき取り組みと考えているか

らです。

　大枠の考え方としては、本投資法人の当面の財務の

強化のための手元資金の拡充と、回復・成長のための

最大要件であるOHRの早期の業績回復と財務力の強化、

その上で各施設のバリューアップ投資などを促進させる

など、さまざまなチャレンジに取り組んでいくことにな

ると想定しております。目先は危機乗り切りのために、

場合によってはいったんはしゃがんで抜本的な対策によ

金拡充策や、コロナ乗り切りとその後の成長を可能に

するための、外部環境の動向に頼らない抜本的な各種

施策についての検討をスポンサー（テナント）との協議を

中心に行っており、今後の不確定要素が高いことから、

今回、かかる施策の決定までは予想の開示を1期間のみ

とさせていただくこととしました。早期の回復と再成長に

向けて抜本的な対策を講じていくために必要な過程と

ご理解いただければ幸いです。

2021年 2022年 2023年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
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2022/11期
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2023/05期
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　外部成長については、ポートフォリオ分散が大きな

課題であり、資金調達力を回復させたのち、規模の拡

大も進めたいと考えています。1～2年先を目途にして

いますが、その段階で十分なパイプライン物件がある

ように、外部のプレーヤーと連携して物件の候補を積

み上げています。スポンサー物件についても、大江戸温

泉物語グループはコロナ禍の2020年以降も3件の新

規施設を開店しており、潜在的パイプラインは着実に

増加しています。

　内部成長については施設の集客の回復状況により

ますが、テナントであるOHRにおいても新株主のもとで

施設のバリューアップ投資や新しいオペレーションへの

チャレンジなどが検討されていくものと思っています。

　繰り返しになりますが、コロナ禍を乗り切る最終局面

でスポンサーに新たな株主が参画することで、従来と

は異なる新たな戦略が展開し得ると考えています。そ

の中で、本投資法人としては、財務問題の改善、そし

てコロナ禍の影響から大江戸温泉物語グループ自体

が再成長したときに、そのメリットを最大限に活かせ

るポジションを獲得すべく、利益相反には最大限留意

しつつ、スポンサーの戦略に、柔軟にそして積極的に対

応していこうと考えております。

　また、分配金におきましては、当然、最重要の課題と

認識しておりますが、今は今後の回復、そして再成長に

向けご理解をいただき、投資主の皆様におかれましては、

引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

り、回復への基盤を固めて中長期的にはさらなる成長を

図っていくというイメージです。具体的な取り組みにつ

いては新体制となったスポンサーと検討・協議が進行中

であり、まだ発表できる段階ではありません。具体的なアク

ションが決まればお知らせしていきますので、それまでお

待ちいただきたくお願い申し上げます。

　予断は許しませんが、コロナの影響の低減に伴い、

人々の余暇需要は着実に回復していくと思われます。

コロナの不安が完全に払拭されるには、まだ時間は必

要だと思いますが、その中でも「余暇を、レジャーを楽

しみたい」というニーズに応えていくのが、大江戸温

泉物語グループの近くて行きやすい立地特性、十分な感

今後の取り組みについて

染症対策、質の高いサービスやリーズナブルな価格など

です。この強みを活かして5月の客室稼働率は64.5％ま

で回復しました。県民割などの地域レベルの対策や国

レベルの対策が継続していくことで、さらなる回復を期

待しています。

　このように大江戸温泉物語グループの売上回復は

進んでいくと期待はできますが、本格的な業績回復

と前向きのアクションが待たれるところであり、それを通じ

て私ども投資法人の回復と再成長を目指します。当面

の具体的課題としては、有担保借入の解消や借入期間

の長期化など調達コストの削減、ポートフォリオマネ

ジメントの自由度を回復していく必要があります。

検討物件の種類

検討物件数

温泉・温浴
宿泊 1件

その他
（日帰り等） 1件

その他宿泊 14件

エンターテインメント、
アミューズメント 1件

スポーツ、美容・
健康増進施設 0件

合計 17件

※�2022年5月31日時点の数を記載しています。また、本投資法人は、一部の
物件について優先交渉権を付与されていますが、必ずしも取得できるとは
限らず、取得義務を負うものでもありません。

魅 力 発 見 ！魅 力 発 見 ！

　複雑に入り組んだ日本有数のリアス海岸、英虞湾が目の前
に広がる客室と温泉。
　露天風呂では浜島温泉の湯を使用し、少し塩味を感じる
源泉で体はぽかぽか。内湯では大きなガラス窓の向こうに広がる
オーシャンビューをご堪能いただけます。
　朝焼けに染まる海、陽の光に輝く海、静かな夜の海。行きかう
漁船、島々など、刻々と表情を変える風景を眺めながら、ゆったり
とした至福のひと時をお楽しみください。

　当館から車で5分の場所には大矢浜海水浴場があり、
夏は海水浴も楽しめます。海岸沿いの1kmにわたり、250個
のビン玉に癒やしの明かりが灯る浜島「ビン玉ロード」
やシンボル像「伊勢えび大王像」などは記念撮影にも
ぴったり。
　また、「一生に一度はお伊勢参り」ともいわれ年間多くの
人が訪れる伊勢神宮までは、当館から車で約60分。「女性
の願いを必ず一つ叶えてくれる」と伝わるパワースポット
神明神社も車で約35分の場所にあります。
　さまざまな観光スポットをご散策いただき、リフレッ
シュしたひと時をぜひお過ごしください。

神聖なパワースポットと、神聖なパワースポットと、
伊勢志摩の自然でリフレッシュ伊勢志摩の自然でリフレッシュ

旬の海鮮を心ゆくまで！旬の海鮮を心ゆくまで！
海の幸を食べ尽くすグルメ海の幸を食べ尽くすグルメ

大江戸温泉物語 伊勢志摩大江戸温泉物語 伊勢志摩
施設概要はP.9 をご覧ください！

大矢浜�海水浴場

浜島「ビン玉ロード」

神明神社

伊勢神宮

vol.11vol.11大江戸施設めぐり大江戸施設めぐり

　バイキングでは、大人気のお寿司やステーキをはじめとした定番
メニューだけでなく、伊勢志摩ならではの海の幸を使用したメニューも
多数ご用意しています。夕食バイキングでは地元の海老、定置網で
獲れた地魚をライブキッチンからその場で焼き上げてご提供しており、
朝食バイキングでは焼きたて干物や、名物「伊勢うどん」などもお楽しみ
いただけます。
　お子様からシニアの方まで、家族みんなが思わず笑顔になるような、
大江戸温泉ならではのおいしいグルメを心ゆくまでご堪能ください。

365日違う表情を見せる365日違う表情を見せる
志摩の海を客室と温泉から志摩の海を客室と温泉から
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大江戸温泉リートの特徴

ユニークな投資対象

余暇活用ニーズの高まり

独自の「大江戸モデル」

高品質な
サービス

お手頃な
価格設定

高品質なサービスとお手頃価格を両立させた「大江
戸モデル」は、平日はシニア層、週末はファミリー層を
中心に、数多くのリピート顧客や「大江戸ブランド」の
ファン創出につながっています。

日常の延長にある手軽でリーズナブルな余暇活用は、
コロナ禍で仕事や生活に不安がある中「まずは手頃
なレジャーから楽しみたい」という人々のニーズに
合致します。

リピート顧客からの高い支持 安・近・短の余暇活用
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大江戸温泉リートの投資対象

日本交通公社による調査では、「温泉旅行」が行ってみたい旅行タイプの1位となっており、温泉での癒やし・リラクゼーショ

ン、楽しみや人 と々のふれあい、その時しかできない体験といった余暇活用に対する関心が高まっています。コロナ禍でこれ

らの多くが奪われてしまいましたが、「モノ消費からコト消費へ」、つまり「体験型」の消費を通じて充実した時間や余暇活用

を求める傾向は、コロナ禍を乗り越えた先の「コロナ後」においても、変わらない消費者ニーズの潮流となるでしょう。

行ってみたい旅行タイプ

※出所：（左図）公益財団法人　日本交通公社「旅行年報2021」（2021年3月調査）
������������ �（右図）ブランド総合研究所「コロナ終息後に、約半数は外食、国内旅行を希望～コロナウイルスに関する調査～」　上位10位まで掲載

1

2

3

大江戸温泉リートの投資対象は、人々の豊かで充実した余暇活用に応える

施設です。中でも「温泉・温浴」は、古くから余暇の過ごし方に組み込まれて

きた「文化」であり、その「温泉・温浴」を軸に、さまざまなサービスが複合する

温泉・温浴関連施設を重点投資対象としています。さまざまなサービスには、�

エンターテインメント、スポーツ、アミューズメント、宿泊、飲食、美容・健康増進

などが挙げられ、ワクワクするような「コト消費」を満たすためのメニューを

構成しています。

そうした「コト消費」を提供する施設には、一つの施設の中に複数のサービス

が設置されている例や、特に都市部などにおいてはそれぞれのサービスが�

単独で施設化されている例もあり、それらすべてが大江戸温泉リートの

幅広い投資ユニバースを形成します。

新型コロナの自粛が解除されたらしたいこと

外食温泉旅行

（複数回答）
（%）

（複数回答）
（%）

ショッピンググルメ

国内旅行自然観光

遊園地やレジャー施設歴史・文化観光

コンサートやライブテーマパーク

宴会、パーティー海浜リゾート

動物園や水族館都市観光

海外旅行ショッピング

スポーツ観戦リゾートホテル

カラオケ町並み散策

0 10 20 30 40 50

余暇活用型施設

独自のチェーンオペレーション

自社チャネルによるマーケティング展開や会員
システムなど、最適な集客施策を実施。また、
食材や備品の集中購買方式の採用、きめ細かな
原価管理、効率的なスタッフの配置など、施設
運営の合理化・効率化により、お手頃な価格
設定を実現しています。

身近な非日常を提供するサービス

施設ごとに特色のある温泉はもちろん、朝食・
夕食合わせて100品目以上のバイキング料理、
館内エンターテインメントなど、温泉以外にも
「コト消費」をいつでも気軽に、何度でも楽しめる
サービスの提供にこだわっています。

便利で安心な立地

地方の有名温泉地に多く立地している大江戸
温泉物語。すべての施設が大都市圏から車で
2～3時間でアクセスできる立地です。人口が
密集した都市部を離れ、郊外の自然に囲まれた
温泉地で安心・安全に余暇を楽しめます。

1

2

3
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ポートフォリオ

S-7大江戸温泉物語�かもしか荘

大江戸温泉物語�幸雲閣

大江戸温泉物語
東山グランドホテル

大江戸温泉物語�君津の森

大江戸温泉物語�あわら

大江戸温泉物語�伊勢志摩

大江戸温泉物語�きのさき

大江戸温泉物語�
土肥マリンホテル

伊東ホテルニュー岡部

大江戸温泉物語�伊香保

大江戸温泉物語�あたみ

鬼怒川観光ホテル S-12

S-11

S-14

S-9

S-4

S-3

S-5

大江戸温泉物語
レオマリゾートS-1

S-2

S-6

S-8

S-13

ポートフォリオマップ（2022 年 5月 31日現在）

ポートフォリオハイライト（2022 年 5月 31日現在）

資産規模
（取得価格ベース）

344億円

物件数

13物件

2022/05期
平均客室稼働率

59.0%

総客室数

1,269室

マスターリース期間

20年

2022/05期
平均NOI利回り

6.7%

中国・四国圏で最大級、西日本でも有数の 
テーマパークを併設する、豊かな自然環境に囲まれた
温泉・温浴関連施設

本施設はホテルレオマの森、ニューレオマワールドの
2つのエリアで構成されています。周辺に丸亀城、金刀
比羅宮、瀬戸大橋など観光スポットが数多くあるため、
当該施設とあわせて周遊観光を楽しむこともできます。�
また、ホテルレオマの森は瀬戸内海を見下ろす高台に
あり、客室から周辺市街地および瀬戸内海・讃岐富士
（飯野山）の景観を望めます。ニューレオマワールドの
パークエリアでは、複数のアトラクションやイベントな
どが充実しています。アジアの遺跡建造物が再現され
たオリエンタルトリップエリアでは、夜になると3Dプロ
ジェクションマッピングがモスク内で行われています。

大江戸温泉物語 レオマリゾートS-1

46.4%

所在地

香川県丸亀市

2022/05期 平均客室稼働率客室数

241室

取得価格

9,756百万円

中部・近畿圏の2つの大都市から集客可能な
英虞湾の自然と観光資源に恵まれた温泉・温浴関連施設

主に中部・近畿圏からのシニア層グループや、3世代の
家族連れを中心に利用されている本施設は、伊勢神
宮やリアス海岸を含む「伊勢志摩エリア」と呼ばれる�
一大観光地に立地しています。客室や大浴場、レスト
ランなどから海を一望できるほか、施設内のダイニン
グ会場では、伊勢志摩の海の幸をふんだんに取り入
れたバイキング料理を楽しめます。温泉施設としては、�
日の出が望める大浴場および露天風呂を備えています。
また、桟橋にはクルーズ船が係留され、英虞湾クルー
ズのオプションを提供するなど、ほかの施設との差別

化を図っています。

大江戸温泉物語 伊勢志摩S-2

75.5%

所在地

三重県志摩市

客室数

83室

取得価格

3,656百万円

※新型コロナウイルス感染症の影響を受け現在実施していないイベントや提供を中止している機能なども含まれています。以下同じです。

2022/05期 平均客室稼働率
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首都圏からのアクセスが良い「熱海温泉」に位置し、
駅から徒歩圏内の温泉・温浴関連施設

夏には海水浴と花火でにぎわう「伊東温泉」に位置し、
眺望が良好な温泉・温浴関連施設

本施設が位置する「伊東温泉」は、平安時代に開湯し、

日本有数の温泉観光地の一つとされ、関東・東海圏か

らのシニア層グループや、ファミリー層のリピーターを

中心に利用されています。かつては、シニア層のお客様

には馴染み深い施設であった伊東ホテルニュー岡部を

大江戸温泉物語グループが活性化することで、その知

名度に加え、お手頃な価格で利用できる施設として、人

気を得ています。また、大浴場・庭園風呂・露天風呂な

どを備えており、それぞれに楽しむことができます。�

なお、本施設は相模亭と駿河亭の2棟で構成されてお

り、本投資法人では相模亭を所有しています。

熱海市は、「熱海海上花火大会」で有名なサンビーチや

「お宮の松」などの多くの観光資源を持ち、国際観光

温泉文化都市に指定されています。「熱海温泉」は奈良

時代に開湯したといわれ、長い歴史と温泉情緒にあふ

れた街です。そのような好立地に位置する本施設は、駅

から徒歩圏内の熱海温泉街にある大型旅館で、高層部

は相模湾の景観が良く、花火大会を正面から観賞する

ことができます。温泉施設としては、大浴場に加え、海

の見える露天風呂を備えています。

伊東ホテルニュー岡部S-3

大江戸温泉物語 あたみS-4

※本投資法人が保有している相模亭の客室数を記載しています。客室稼働率については、駿河亭を含めた実績を記載しています。

※ 67.4※
%

所在地

静岡県伊東市

客室数

73 室

取得価格

2,657百万円

72.9%

所在地

静岡県熱海市

客室数

76室

取得価格

3,000百万円

西伊豆地方最古の温泉街である「土肥温泉」に位置し、
駿河湾の夕陽を満喫できる温泉・温浴関連施設

関西の奥座敷といわれる「芦原温泉」に位置し、
エンターテインメント機能も充実した温泉・温浴関連施設

本施設が位置する「土肥温泉」は、西伊豆地方最古の温

泉街で、西側は駿河湾に面し、南側は天城山系に囲ま

れ、自然、歴史、温泉の観光資源が豊富です。さらに、大

半の客室からは駿河湾に臨む大パノラマビューを満喫

することができます。また、ダイニング会場では、西伊豆

の旬の食材を活かした和・洋・中それぞれの料理を堪

能することができます。温泉施設としては、大浴場と露

天風呂、貸切風呂に加え、駿河湾の見える大浴場、宿泊

者が無料で利用できるプールも備えています。

あわら市は、日本海に面し豊かな自然が残る地域で、全

国的に有名な東尋坊や永平寺、越前ガニで有名な三国

漁港などが近く、1883年に開湯した「芦原温泉」を中心

に観光業が盛んです。本施設はその「芦原温泉」に位置

しています。館内には大衆演劇場「あわら座」を備え、月

替わりで大衆演劇を開催することで熱心なリピーター

に支持されており、日帰り利用やランチビジネスにつな

げています。ダイニング会場では、北陸の海の幸をふん

だんに使用した豪華なバイキング料理が楽しめます。�

温泉施設としては、大浴場と男女それぞれ2つの露天風

呂を備えています。

大江戸温泉物語 土肥マリンホテルS-5

大江戸温泉物語 あわらS-6

63.5%

所在地

静岡県伊豆市

客室数

64室

取得価格

1,910百万円

58.0%

所在地

福井県あわら市

客室数

95室

取得価格

1,901百万円

2022/05期 平均客室稼働率

2022/05期 平均客室稼働率

2022/05期 平均客室稼働率

2022/05期 平均客室稼働率
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約1200年の歴史を有する「塩原温泉郷」に位置し、
豊かな自然環境に恵まれた温泉・温浴関連施設

万葉集にもその名が登場する「伊香保」に位置し、
2種類の湯を楽しむことができる温泉・温浴関連施設

「塩原温泉郷」は、開湯より約1200年の歴史を有し、6種類

の異なる泉質の湯が湧いていることから人気を博してい

ます。本施設は、「塩原温泉郷」の中心部からやや離れた山

林の中に位置し、当初は県の保養施設として利用されてお

り、重厚感あるつくりとなっています。また、周辺には牧場、

スキーや紅葉も楽しむことができる「ハンターマウンテン

塩原」があり、館名さながらに野生のかもしかが時折敷地

内に迷い込んでくるなど、豊かな自然環境に恵まれていま

す。ダイニング会場では、地元ならではの食材を用いた料

理長自慢の料理を味わうことができます。温泉施設として

は、大浴場と屋上露天風呂を備えています。

「伊香保温泉」は、歴史のある名湯であり、首都圏の奥座

敷として、北関東を代表する温泉地の一つです。本施設

は、「伊香保温泉」の石段周辺、バスターミナル周辺、美

術館周辺の3エリアのうち、石段周辺エリアに属してい

ます。施設内のダイニング会場では、伊香保ならではの

郷土料理や旬の食材を活かした創作料理などが楽しめ

ます。温泉施設としては、鉄分を含み褐色の「黄金の湯」

と無色透明の「白銀の湯」の2種類の湯を楽しむことが

できるほか、ユニークな「かまぶろ」が設置されています。

大江戸温泉物語 かもしか荘S-7

大江戸温泉物語 伊香保S-8

60.8%

所在地

栃木県那須塩原市

客室数

60室

取得価格

1,222百万円

81.4%

所在地

群馬県渋川市

客室数

40室

取得価格

1,299百万円

首都圏からのアクセスが良い「房総半島内陸エリア」に
位置する温泉・温浴関連施設

「房総半島内陸エリア」は、周辺には東京ドイツ村やマ

ザー牧場、鋸山ロープウェーなどの人気の観光スポット

が豊富で、館山自動車道や東京湾アクアラインにより、千

葉・東京・横浜方面からの車による利便性が高い、有数

の観光エリアです。本施設は、重厚感のある地上4階建の

センター棟、アリーナ棟、離れ7棟から構成されています。

施設内のダイニング会場では、千葉県産の厳選された食

材を豊富に使用した自慢の料理を味わうことができま

す。温浴施設としては、大浴場と屋上露天風呂を備えてい

ます。また、日帰り利用も多く、ランチバイキング、ディナー

バイキングとセットで楽しむお客様も多い施設です。

大江戸温泉物語 君津の森S-9

82.1%

所在地

千葉県君津市

客室数

41室

取得価格

819百万円

2022/05期 平均客室稼働率2022/05期 平均客室稼働率

2022/05期 平均客室稼働率

エリア全体で400本近くの源泉を有する 
「鳴子温泉郷」に位置する温泉・温浴関連施設

「鳴子温泉郷」は400本近くの源泉を有し、日本にある
天然温泉の11種類の泉質のうち9種類が揃う、湯量も
豊富な温泉地です。「鳴子温泉郷」の自然豊かな旅情を
味わえる本施設では黒湯、白湯、混合泉の泉質や、黒い
湯花が舞う希少な源泉「車湯」、鳴子温泉で最大級の
広さを誇る「百畳露天風呂」を楽しめるなど、館内で湯
めぐりをご堪能いただけます。さらに、種類豊富なバイ
キングメニューを特色としており、エントランスでは鳴
子温泉のシンボルであるこけしがお出迎えします。

※本投資法人が保有している本館の客室数を記載しています。客室稼働率については、本投資法人が保有していない別館を含めた実績を記載しています。

大江戸温泉物語 幸雲閣S-11

※ 43.9※
%

所在地

宮城県大崎市

客室数

98 室

取得価格

1,040百万円

2022/05期 平均客室稼働率
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東京の奥座敷の一つである「鬼怒川温泉」に位置する
温泉・温浴関連施設

日光市は、国内外で知名度の高い日光東照宮や中禅寺

湖などがあり、中でも「鬼怒川温泉」は、東京の奥座敷と

して発展してきた温泉地です。本施設は、人気の日光・

鬼怒川エリアに位置する自然浴と温泉とリラックスを

テーマにした癒やしの宿で、広々とした10種類のお風

呂をご用意。女性のためのお肌にやさしいハーブ風呂

やアロマ風呂を楽しめるほか、岩盤浴と半露天風呂の

ある2つの貸切風呂はファミリー連れにも喜ばれてい

ます。そのほか、幅広いお客様に向けて、さまざまなタ

イプの宴会場や会議場なども備えています。

鬼怒川観光ホテルS-12

47.9%

所在地

栃木県日光市

客室数

172室

取得価格

3,870百万円

開湯約1300年の歴史を誇る「城崎温泉」の北東部に
位置する温泉・温浴関連施設

開湯1300年以上の歴史を持つ奥羽三楽郷の一つ
「東山温泉」に位置する温泉・温浴関連施設

開湯約1300年の歴史を持つ「城崎温泉」は、日本でも
有数の温泉地で、7つの外湯が点在しており、本施設が
提供する「城崎湯めぐりパス」と種類豊富な色浴衣など
で、外湯めぐりが楽しめます。また、開放感あふれる大
浴場に加え、半露天風呂の「げんぶの湯」と、露天風呂の
「くるひの湯」の2種類を備えるほか、多彩なメニュー
やライブキッチンなど、舌だけではなく、目にもおいし
いバイキングでお客様をもてなします。さらに、JR城崎
温泉駅から徒歩10分強という好立地にあるため、鳥取
砂丘や竹田城跡など周辺の観光名所へのアクセスも抜
群です。

奥羽三楽郷の一つに数えられる「東山温泉」は、竹久

夢二や与謝野晶子などの文人に愛された湯の街です。�

自然景観に恵まれた本施設では、湯量が豊富な露天

風呂から、東山の豊かな自然を眺めながら森林浴を

楽しめるとともに、源泉かけ流し露天風呂付客室も好

評を博しています。夜には西川流名取による日本舞踊

ショーを毎晩開催しています。さらに、本施設内には居

酒屋やカラオケルームもご用意しており、温泉・お食事

の後もお楽しみいただけます。

大江戸温泉物語 きのさきS-13

大江戸温泉物語 東山グランドホテルS-14

53.9%

所在地

福島県会津若松市

客室数

123室

取得価格

1,230百万円

71.6%

所在地

兵庫県豊岡市

客室数

103室

取得価格

2,084百万円

2022/05期 平均客室稼働率

2022/05期 平均客室稼働率2022/05期 平均客室稼働率
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