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経営に関する難題解決の事例や手法、 働く人々の思いや業界最新情報を共有する月刊紙
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　こんにちは、R&D事業部　野中です。 本年より、コンサルティング事業部（旧西日本営業部）と R&D事業部（旧東日本営業部）

と組織変更に伴い事業部の名称を変更させて頂くことになりました。 新しく立ち上げたR&D事業部では、 今まさに沖縄をフィー

ルドとした誰もが楽しめる旅づくり企画として 「ウェルネスツアー第 1弾」 を造成し、 昨年よりお問い合わせを頂

いていた方々へのご案内を行っているところです。 既存の観光スタイルや概念を超えて、 新たな視点で工夫を

重ね、誰もが体験できるユニバーサルな旅を生み出していきたい。新生R&D事業部では、研究と開発による「新

たな価値の創造」 を目指し、 今まで以上に、 皆様や地域のよきパートナーでありたいと思っています。 今後と

も変わらぬご支援の程、 どうぞ宜しくお願い致します　　　　	 R&D 事業部長兼広報室長　野中瑠美子

KBS は「HANDS ON 型」で、観光・サービス業界を支援します。http://www.kbsbiz.com　E-Mail ：info@kbsbiz.com
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今まで旅行へ出かけるのを諦めていたご家族へ贈る、 誰もが一緒に楽しめる旅。

介助器具やスタッフが皆様をサポートしながら見守る中で、

家族一緒にかけがえのない時間をお過ごしください。

2015 年3月28日（土）～ 3月31日（火）3泊4日

「誰もがいっしょに旅を楽しむ　ウェルネスツアー in沖縄」
青い空と碧い海 OKINAWA ブルーの絶景！　家族で楽しむ自然体験4日間の旅

沖縄ウェルネスツツアー 2015　参加者募集中です！

■ウェルネスツアーのハイライト

wellness point その壱

ツアー 2 日目は、 お好みに合わせてお好き

なアクティビティをチョイス♪ （オプション）

ヨガで爽やかにゆるやかに体を目覚めさせた

後は、 乗馬体験で全身をほぐしながら、 いつ

もと違う目線で沖縄の空を楽しみます。 ランチ

は地元ソウルフード、 金武町発祥といわれる

タコライスをいただきます。 午後はゆったりの

んびりSPAで空と海を見ながら癒されるもよし、

ここでしか見られないマングローブを探しにカ

ヌーで探検するのもよし。 どれにしようか迷い

ます。

ヨガ ・ホースアシステッドテラピー ・カヌー体験

は専門のインストラクターが丁寧にご案内。 地

元の方との会話も楽しみながら、 沖縄の自然

の中で心と体に元気をチャージ。 そしてもちろ

ん、 すべてのアクティビティは高齢者の方や車

いすの方もご参加いただけるよう、 介助スタッ

フが皆様の体調に合わせてしっかりサポートし

ます。 家族にも気兼ねなく、 思い思いの自分

時間をお過ごしください。 （要事前予約）

爽やかな 1 日の始まり

早朝ヨガ

ヨガの経験のない方でも大丈
夫。 思いっきり身体を伸ばして
みましょう！

乗馬で癒される

ホース ・ アシステッド ・ テラピー

大きな馬の背に揺られ、 意思
を通じ合わせることによって、
喜びや楽しみがあふれ、 日常
のストレスを癒してくれます。

午前中の
アクティビティ

（オプション）

地元ソウルフード

タコス or タコライスに舌鼓！

金武で愛されているソウル
フードです。
タコライスは金武発祥！ジャン
ボタコライスでギネス認定記録
も！金武ならではのアメリカン
フードをご賞味いただきます。

ランチタイム
（ツアー代金込）

SPA でのーんびり癒される

かりゆし カンナ タラソ ラグーナ

14 種類の海水ジャグジー、 各
種エステやマッサージも楽し
めるバーデゾーン。 海と空を
望みながらゆったりと癒しの時

間をお過ごしください。

午後の
アクティビティ

（オプション）

4 種のマングローブ林で

カヌー体験

ベテランスタッフが一緒なので
安心。 別名 「海の森」 といわ
れるマングローブ林。 沖縄本
島で 4 種のマングローブが見
られるのはここ億首川だけ！

今号ではウェルネスツアーのハイライトを一部ご紹介していきます

旅行を諦めない。

ご家族一緒にウェルネスツアーへ
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いよいよ、 今年の３月に KBS 創研の 「ウェルネスツアー」 がスタートします。 沖縄をフィールドとした誰もが楽しめる旅づくり企画、 既存の観光

スタイルや概念を超えて、 新たな視点で工夫を重ね、 誰もが体験できるユニバーサルな旅。 これまで 「旅」 を諦めていた高齢者や障がいのあ

る人も、 サポートを受けながら一緒に楽しめる旅の実現。 これからの旅行のモデルになっていくのではないでしょうか。 楽しみです。 （増田）　

〒604-8151京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２２番地京都イノベーションオフィス内 TEL070-6928-0602

コンサルティング事業部 （旧西日本営業部）：〒661-0003 兵庫県尼崎市富松町1-9-15-103 TEL:06-6423-5561/ FAX：06-6423-5571

R&D事業部（旧東日本営業部）： 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル 3 階 TEL:03-6453-9088/ FAX：03-6453-9089

国立大学法人　琉球大学　大学院観光科学研究科ヘルス ・ツーリズ

ム研究センター監修による睡眠測定が受けられます。

・ 宿泊という環境が最大限生かされる体験プログラム

・ 普段自覚することのない睡眠を簡易に測定、 視覚化できる機会に

より睡眠、 休養への関心を高めるなどの効果

眠りながらご自身のウェルネス度を測定してみる、 他ではなかなか出

来ない体験もご用意しております。

※先着順、 体験料無料

睡眠時のウェルネス度をCheck
「宿泊睡眠測定体験」 も可能です！

※データ提供 ：

琉球大学観光産業科学部　荒川雅志教授

その他にもたくさんのおもてなしをご用意しております。 どうぞお楽しみに♪

本ツアーに関するお問合わせ／お申込み先 ： R&D 事業部　野中まで （nonaka@kbsbiz.com）

下記、 奈良市の 「まほろば観光大学」 にて弊社	小泉が講演をさせて

頂きます。 学び応え十分な 3 日間。 観光 ・ ホスピタリティに日本式の

おもてなしエッセンスを加えるとどのような化学変化が起こるのか。 こち

らも今後の展開が非常に楽しみな取組みです。

豊かな自然と歴史に育まれた奈良の地域特性を活かしつつ、

「観光 ・ ホスピタリティ系のマネジメント」 に 「日本式のおも

てなし」 の要素を加えたカリキュラムを実施することで、 観光

産業に従事する方の意識を変え、 マネジメントスキルを磨き、

新しい人材を生み出すことを目的とし、最終的に奈良市の「観

光」 の活性化 ・ブランド化を目指す。

平成２７年２月２０日 （金） ～２月２２日 （日）	（３日間）

薬師寺	まほろば会館

定員３０名 （応募者多数の場合は抽選により受講者を決定）

奈良県内に宿泊施設を有する法人等の従業員 （マネー

ジャークラス又はそれに準ずる幹部候補の方） で、 原則とし

て３日間通しての参加が可能な方

無料

観光戦略課にて配布する受講申込用紙により、 郵送・ＦＡＸ・

メールのいずれかで申込み

平成２７年１月１６日 （金） ～２月１０日 （火）

１． 開講の目的

２． 実施期間　

３． 会場

４． 募集人数

５． 応募資格

６． 参加費

７． 申込方法

８． 申込期間

日程 時間 内容

2月20日

（金）

10:00～ 10:30 仲川	奈良市長挨拶

10:30～ 12:00

オリエンテーリング＆講演 ：

「21 世紀のホスピタリティ」

講師 ： 窪山哲雄 （㈱ザ ・ パークグレイス ・ ホテ

ルズ	代表取締役社長）

12:00～ 12:45
「茶粥の食作法にみる奈良文化」 ／薬師寺僧侶

　※昼食兼ねる

13:00～ 15:00

トークセッション ： 「奈良の魅力の本質」

出演者 ： （順不同）

　窪山哲雄 （㈱ザ ・パークグレイス ・ホテルズ

				代表取締役社長）

　本保芳明 （首都大学東京都市環境学部教授

　／初代観光庁長官）

　村上太胤 （薬師寺副住職）

　仲川げん （奈良市長）

15:00～ 15:30
連絡事項 ：レポート作成 ・提出の件　等

市長、 講師、 受講生記念写真撮影 （集合写真）

2月21日

（土）

10:00～ 11:30

講義 ：

「グローバル化する観光産業と奈良の未来」

講師 ：桐山秀樹 （ノンフィクション作家）

13:00～ 14:30

講義 ： 「ホテルマネジメント①」

講師 ：藤崎斉 （東京ステーションホテル	取締役

総支配人）

14:50～ 16:20

講義 ： 「ホテルマネジメント②」

講師 ：藤崎斉 （東京ステーションホテル	取締役

総支配人）

2月22日

（日）

10:00～ 11:30
講義：「新たなツーリズムの創造と近代旅館経営」

講師 ：小泉寿宏 （㈱KBS創研　代表取締役）

13:00～ 14:30

講義 ： 「米国ホテル史検証」

講師 ： 平尾彰士 （元日本スターウッドホテル㈱

会長）

14:50～ 16:20

講義：「日米ホテル比較論～次世代への提言～」

講師 ： 平尾彰士 （元日本スターウッドホテル㈱

会長）

16:20～ 16:30 総括 ：仲川	奈良市長

16:30～ 17:30 修了式

wellness point その壱

沖縄の海も自然体験もグル

メも！よくばりに楽しめる本

企画オリジナルプログラムが

満載♪

介助スタッフ付なので安心 ・

安全に家族みんなで旅を楽し

めます

（※要事前予約）

滞在 2 日目のプログラムはお好みに合わせてチョイス

が可能！自然体験を楽しむアクティブプラン、 のんびり

スパで癒しの時間を楽しむリラックスプラン、 お好みに

合わせてお選びください♪

■ウェルネスツアーおすすめポイントまとめ
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「まほろば観光大学」 にて講演をさせて頂きます


