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2022年 2月 24日 

報道関係者各位 

三井不動産株式会社 
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社 

 
 

 

 

 

 

 

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 菰田正信）と三井不動産グループの伊勢志摩

リゾートマネジメント株式会社（本社：三重県志摩市、代表取締役社長 梨元亨）は、伊勢志摩国立公園内に位置

する NEMU RESORT (三重県志摩市)が、2022年 4月 21日（予定）に「穏やかな自然と調和したプライベート空間」

をテーマにした宿泊施設「NEMU フォレストヴィラ」8棟を新規オープンすることをお知らせいたします。 

 今年開業 55 周年を迎える NEMU RESORT は、英虞湾を臨む大崎半島の半分近くを占める約 250ha（東京ドー

ム約 61 個分）の広大な複合型リゾートです。「HOTEL NEMU（60 室）」をはじめ、天然温泉などの 3 種の湯めぐり

が楽しめる「恵みの湯」、大自然のなかで星空を見ながらグランピングを堪能できるアウトドアダイニング「里山ラ

ウンジ」、シーサイドに展開するリゾートゴルフコース「NEMU GOLF CLUB」、さらには各種アクティビティの起点と

なる「マリーナ」などを併設し、さまざまなご滞在のひとときを提供しております。 

このたびオープンする宿泊施設「NEMU フォレストヴィラ」では、プライベート感を高めた新たなアウトドアリゾー

トステイをご提案いたします。 

  

NEMU RESORT内に穏やかな自然と調和したプライベート空間  

「NEMU フォレストヴィラ」4月21日(予定)オープン！ 

ウッドデッキや専用庭が完備され、アウトドアが体験できる「NEMU フォレストヴィラ」 
※画像はイメージです 
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「NEMU フォレストヴィラ」の特徴 

１、 森に囲まれた 8棟の贅沢な空間 

２、 御食国（みけつくに）伊勢志摩の山海の幸をふんだんに使ったバーベキューなど充実したダイニング 

３、 東京ドーム約 61個分の広大な敷地内をワンちゃんと一緒に散策 

※ 8 棟のうち 4 棟はワンちゃんと一緒に宿泊可能 

※ 同伴可能なのは中型犬（体重 20 ㎏以内）2 頭まで 

※ 「HOTEL NEMU」、「里山ラウンジ」、「NEMU GOLF CLUB」など、一部ワンちゃんがご利用いただけないエリアあり 

４、 ハイクラスなサービスも享受できる NEMU RESORT ならではの快適なアウトドアリゾートステイ 

 

1、森に囲まれた 8棟の贅沢な空間 

周囲の自然と調和した8棟のヴィラは、約10,000㎡の広大な敷地のなかに位置し、各ヴィラは約76㎡（ウッドデッ

キを含む）の居室と約50㎡の専用庭から構成されます。 

森を抜けるそよ風やこもれ日を感じながら読書やバスタイムを楽しんだり、満天の星が散る夜空を眺めながら

グラスを傾けたり、都会の喧騒を忘れて過ごすことができます。隣の棟との間隔は13m～20mあり、小さなお子様

やワンちゃんのいるファミリーも周囲に気兼ねなくご滞在いただけます。 

 また、各棟には一台ずつ専用のランドカー（移動用カート）が備えてあり、NEMU RESORTの広大な敷地を気軽

に散策していただけます。さらに、「NEMU フォレストヴィラ」にいながらミキモト コスメティックスの「グランピングト

リートメント」を受けられるなど、NEMU RESORTだからこそ体験できる癒しのひとときをご提供いたします。 

 

２、御食国（みけつくに）伊勢志摩の山海の幸をふんだんに使ったバーベキューなど充実したダイニング 

「NEMU フォレストヴィラ」では、プライベートな空間で家族や気の合うお仲間との上質なディナーをお楽しみい

ただけます。宿泊者限定のディナーバーベキューは、伊勢海老、鮑、伊勢どり、志摩健康豚、地元産の干物など、

伊勢志摩の山海の幸をふんだんに使用し、和のテイストを活かしたメニューが特徴です。また、ご希望のお客様

には三重県名産の松阪牛や美熊野牛を使ったメニューもオプションでご用意いたします。 

 朝食は、「森のあさごはん」がおすすめです。お重に詰められた伊勢志摩の食材を使った和食のカラフルなお弁

当で、ヴィラのデッキで食べるもよし、NEMU RESORT敷地内のお気に入りの場所でピクニック風に食べるのもよ

しと、ゲストのスタイルに合わせた朝食をお楽しみいただけます。  

なお、夕食・朝食ともに、リゾートならではのグランピングダイニングを提供する「里山ラウンジ」や、本格和食を

提供する「レストラン 里海」でのお食事も選択できます。 
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３、東京ドーム約 61個分の広大な敷地内をワンちゃんと一緒に散策 

 8 棟のうち 4 棟はワンちゃん（※1）同伴可能です。各ヴィラには、ワンちゃんのケージをはじめ、専用備品やアメ

ニティ、おやつなどのサービスを準備しておりますので、手ぶらでもワンちゃんと一緒に快適にご滞在いただけま

す。また、敷地内には「NEMU フォレストヴィラ」に宿泊する方だけが利用可能なドッグランを設け、共用棟にはワ

ンちゃん専用のシャンプールームやワンちゃんの食事を温める電子レンジも完備しています。 

さらには、専用のランドカー（移動用カート）でワンちゃんと一緒にフォトジェニックなスポットがたくさんある

NEMU RESORTの豊かな自然のなかを散策していただけます(※2)。 

※1 同伴可能なのは中型犬（体重 20 ㎏以内）2 頭まで 

※2 「HOTEL NEMU」、「里山ラウンジ」、「NEMU GOLF CLUB」など、一部ワンちゃんがご利用いただけないエリアあり。 

なお、ワンちゃんの NEMU RESORTへのご入園は、「NEMU フォレストヴィラ」ご宿泊者のみ可能でございます。 

 

 

４、 ハイクラスなサービスも享受できる NEMU RESORT ならではの快適なアウトドアリゾートステイ 

「NEMU フォレストヴィラ」に宿泊しながら、「HOTEL NEMU」をはじめとした NEMU RESORTの施設のハイクラス

なサービスも享受することができます。 

「HOTEL NEMU」には、敷地内から湧く源泉の「潮騒の湯」、ミキモト コスメティックスと共同開発した「真珠の湯」

「合歓の木湯」の 3 種の湯めぐりを楽しめる温浴施設「恵みの湯」や、パールスパなどがあり、心身ともにリラック

スできる至福のひとときをお過ごしいただけます。 

また、揺れる炎を見ながらゆったりと寛げる「焚き火カフェ」や、満天の星空を観察できるスターウォッチング、

SUP やシーカヤック、さらには、360 度自然に囲まれたオープンテント「ヨガテラス」でのヨガ、シーサイドに展開す

るリゾートゴルフコース「NEMU GOLF CLUB」など、伊勢志摩の四季折々の自然を感じながらアクティビティを体験

していただけます。 

星空の下、手ぶらで楽しめるディナーバーベキュー  自然の中で小鳥のさえずりを聞きながらの贅沢な朝食 
「森のあさごはん」 
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■宿泊プラン紹介 

森の中のプライベート空間『NEMU フォレストヴィラ』 オープン記念特別プラン（NEMU Style ぐりる ディナー付） 

期間  4月 21日(木)～8月 31日(水) 

料金 1泊 2食 2名 1室 おひとり様 \32,700～ 

詳細 ご夕食 ： ウッドデッキでお客様だけで堪能できるバーベキュー（NEMU Style ぐりる） 

         ご朝食 ： 「森のあさごはん」または和洋ブッフェ（里海）からチョイス  

                里山ラウンジ「グランピング朝食」もご利用いただけます（追加料金 550円） 

 

『NEMU フォレストヴィラ』 カジュアルグランピングディナープラン 

期間 4月 21日(木)～8月 31日(水) 

料金 1泊 2食 2名 1室 おひとり様 ￥40,400～ 

詳細 ご夕食 ： アウトドアダイニング「里山ラウンジ」でリゾートフレンチをご用意 

ご朝食 ： 和洋ブッフェ（里海） または「森のあさごはん」からチョイス  

                里山ラウンジ「グランピング朝食」もご利用いただけます（追加料金 550円） 

 

※記載料金には、消費税が含まれます。 

 

◎伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組みを行っています。 

詳しくは、こちら  https://newscast.jp/news/009040 

 

   自然とのつながりを実感できる専用テラスでのヨガ         丘の上に建つアウトドアダイニング「里山ラウンジ」         

 

趣向をこらした 3 種の湯めぐりが楽しめる「恵みの湯」       シーサイドリゾートコースが愉しめる「NEMU GOLF CLUB」       
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■伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社 会社概要 

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県志摩市所在の NEMU RESORT、三重県鳥羽市所在の鳥羽国

際ホテル、潮路亭を運営しています。 

 

 

【添付資料①】 「三井不動産９ＢＯＸ感染対策基準」について 

当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまい

りましたが、今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施

設をご利用いただくために、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須

と考え、グループ共通の「三井不動産９BOX感染対策基準」を策定しました。当社グル

ープはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展

開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示すること

で、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。 

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでま

いります。 

※参考リリース： https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地  三重県志摩市浜島町迫子2692-3  

取締役総支配人  惣明 福徳  

事業施設 

NEMU RESORT     三重県志摩市浜島町迫子2692-3 

https://www.nemuresort.com 

客室数： 60室 その他施設：NEMU GOLF CLUB、マリーナ 

 

鳥羽国際ホテル    三重県鳥羽市鳥羽1-23-1 

https://www.tobahotel.co.jp  

客室数：130室 （鳥羽国際ホテル 84室、潮路亭 46室) 

 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/
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【添付資料②】 三井不動産グループの SDGｓへの貢献について 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/ 

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地

球がともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわち ESG 経

営を推進しております。当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 

5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021 年 11 月には「脱炭素社会の

実現」、「ダイバーシティ＆インクルージョン推進」に関し、下記のとおりグループ指針を策定しました。今後も、当

社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。 

【参考】  

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」 
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/ 

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」 
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/ 

 

＊本リリースの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における３つの目標に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 12 つくる責任つかう責任 

目標 15 陸の豊かさも守ろう 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

