
✨美肌通リズム✨



美肌通リズム

2DAYS



“美意識”と“健康”の相関関係に着目し、「いつまでも美しくありたい」と願う女性を応援するため

様々なプログラムを開発。その中でも最強の「美意識向上プラン」が誕生しました！

「湯」＋「食」＋「馬」で身体の中から美しく！

●地元の食材をふんだんに利用したお食事“美肌メニュー”をいただきます。
● “美人・美肌の湯”で有名な「美又温泉」。まるで美容液のようなトロットロ
のお湯をご堪能ください。
● 心と体に効く「美意識向上ホースセラピー」を体験・実感していただきます。
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～美肌通リズム～



2020.03.16

ACCESS SPOT

馬とのふれあい♡癒されます！

バス移動

DAY 1

13:00

15:00

18:00

広島駅 集合

かなぎウェスタンライディングパーク到着

ホースセラピー体験

乗馬でリフレッシュ！

ホテルオリジナル

ウェルカムドリンクで一息。

美肌メニューでディナータイム。

地元の新鮮食材に、デザートも◎！

お食事の前にお部屋でひと休み。もちろん

ご入浴（美又温泉）もしていただけます♡

バス

かなぎウェスタンライディングパーク出発

金城観光ホテル到着

16:45

16:45

17:00



2020.03.17

SPOT

DAY 2

ACCESS

9:30

15:00

ホースセラピー2日目開始

心と体に変化が・・・？

実感していただけるはず♡

昼食までホテル周辺をお散歩

広島駅で解散。お疲れ様でした♪

昼食は、美又薬膳黒カレーと

おいしいコーヒーで♡

金城観光ホテル出発

バス

バス

かなぎウェスタンライディングパーク到着

金城観光ホテル到着

かなぎウェスタンライディングパーク出発

ホテル出発 13:00

11:30

バス

広島駅 到着

11:45

9:45

8：00 朝食

朝の美肌メニュー✨

をお楽しみください。



S P O T

01

外から徹底的に美しく！
“湯”と“食”でお肌プルつや！

「金城観光ホテル」×「美又温泉」

美肌の湯。美又温泉で唯一の露天風呂「徒然の湯」がある金城観光ホテル。豊かな自然の中に建つ温泉と庭園が自慢の宿。
本館・和室4室、洋室9室、新館・和室6室。心身ともにリラックスした時間をお過ごしください。

ホテルの魅力と
周辺スポット

●美又の⿊⾖を使った薬膳カレーは⼥性にとても人気で、絶品です！
● ウェルカムドリンクには、シロップ漬けの金城産フルーツを炭酸割りにしていただきます♡

● 近くには無料の足湯施設やお散歩コースもございます。

POINT

写真はイメージです。

美肌の湯美又温泉と
滝の流れる絶景

スポット



S P O T

02

「かなぎウェスタンライディングパーク」で体験するホースセラピー。「癒し」をテーマに特別に開発
したプログラムです。美しい姿勢が基本の乗馬は、若々しく、⼥性らしいスタイルを維持できます。ま

た、馬との触れ合いは、癒しと精神的な安らぎを得ます。
パーク内は

こんなに楽しい

POINT

ホースセラピーで体の内側から美しく
“乗馬”で癒され心から健康に

かなぎウェスタンライディングパーク

●フロントは天井が高く、暖炉のあるオシャレな空間は開放的で居心地が最高です！
● 施設内にある「堂床山」の山頂には珍しい「オートバイ神社」があり、バイク愛好者たちが多く訪れます。

●施設内のレストランでは昼はランチメニュー、夜は焼肉かしゃぶしゃぶの選べるバイキング形式でご利用いただけます。

癒しの乗馬と
オートバイ神社

スポット！





美又温泉周辺

Ⓐ美又温泉国⺠保養センター

Ⓑ美又温泉 足湯（無料）

Ⓒ美又薬師神社

Ⓓ美又温泉コインスタンド

詳細はこちら ＞

［営業時間］ 10:00〜20:00
［定休日］ 水曜日

無料の足湯施設。お気軽に美又温泉を楽し
めます！（タオルをご持参ください）

美又温泉の護り神。おみくじや恋みくじが
あります♡24時間自由に参拝頂けます☆

１回１０円で約2０リットル、１００円で約２
００リットルの美又温泉のお湯をお持ち帰りす
ることが可能！お家のお風呂が美又温泉に！

美又温泉の日帰り温泉施設。展望大浴場は
美又の町並みを一望できます。

［営業時間］24時間利用可能
［定休日］ 年中無休

［営業時間］24時間利用可能
［定休日］ 年中無休

［営業時間］9：00〜18：30
［定休日］ 年中無休

Ⓐ国⺠保養センター

Ⓑ
Ⓒ

Ⓓ

足湯

美又薬師神社

コインスタンド

山根旅館
かめや旅館

とらや旅館
旅館みくにや

●美又温泉会館

金城観光ホテル

ホテル美又

家古屋川
℗



かなぎウェスタンライディングパーク周辺

Ⓔリフレパークきんたの里

Ⓕきんた農園 ベリーネ

Ⓖケンボロー 手作りハム工房

Ⓗ金城カントリークラブ

金城町には美又温泉の他に「湯屋温泉」があり、
日帰りで湯屋温泉を堪能できる他、宿泊や宴会
も楽しめる施設になります。

島根県ではとっても人気で有名な「ケンボ
ロー」の豚肉加工施設。販売施設もあり、美
味しいハムやウインナーを購入することがで
きます。

中国山脈の山々を背景に、変化にとんだ地形
を生かしたコースが魅力的です！

詳細はこちら ＞

詳細はこちら ＞

詳細はこちら ＞

詳細はこちら ＞

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ
Ⓗ

［営業時間］ 10:00〜21:00（22時閉館）
［定休日］ 第3水曜日

［営業時間］ 8：30〜18：00
（祝日 9：00〜17：00）

［定休日］ 水曜日

［営業時間］ 10：00〜16：00（LO15:30）
［定休日］ 火曜日

（いちご狩りシーズン1⽉〜5⽉）

［営業時間］ 8:00〜17:00
［定休日］ 無休

いちご狩り施設では県内最大級で、4種類の品種
のいちごが楽しめます☆「ベリーネカフェ」も
併設されており、いちごパフェが人気です！



究極のインナービューティー
ホースセラピーの効果

動物には人を癒す力があります。「アニマルセラピー」という言葉はご存知でしょうか？その
中でも馬を使って行うセラピーの事を「ホースセラピー（ホース・アシステッドセラピー）」
といいます。障がい者の精神的機能や運動機能を向上させ、社会復帰を早めるリハビリテー
ションの一つになります。リラックス効果と美容効果も高く体の内側から綺麗になります。

効果その1 身体的効果
馬の動きは、前後・左右・上下に行われます。特に8の字運動は10分間に1000回といわれてい
ます。この揺れと人間より少し高めの体温がリラックスを生みます。また乗り手は馬の動きに
合わせてバランス感覚を培おうとします。全身の血液循環を促進し、筋肉運動を増やします。

全体的な健康の向上

脊髄の支持

消化器や排泄など多機能への適度な刺激

循環器機能の向上

筋力および運動機能の発達

頭部と躯幹の統制平衡感覚の発達

効果その2 心理的効果
心理的な改善効果が見られます。特に発達障害児では、さまざまなストレスからの解放がある
といわれています。大きな馬での高い視野やスピード感が自らコントロールが出来たという満
足感や達成感にもつながります。

対人関係のコツをおぼえる

嫌悪感や恐怖心を減少させる

多動を軽減する

自己評価能力を高める

自尊心を生む攻撃傾向が軽減する

不安を軽減する 信頼の度合いを高める

積極的な社会性を発達させる



効果その3
感覚システムなど人間の発達においてとても重要な役割を担っています。
障害を持っている人のなかには、多動で無目的に動き回ったり、逆に殆ど動かなかったり、人
と触れ合うことを嫌がったりなどということがあります。
調和のとれた運動や相手との位置関係を知ったりする能力を高めるには多様で適切な運動をす
ることが必要です。馬の動きを全体で感じ取ったり、馬の感触、体温を味わったり、日常生活
では得ることのできない良質な刺激です。楽しみながらできるということが最大の利点です。

胴体バランスと座位の向上

筋トーンの調整

⻑期治療でも興味継続

歩行訓練

脊柱の起立（姿勢訓練）

知覚と運動器官の協調性向上

対称性の練習

効果その4
ヒポセラピーとは、馬にふれあうことによる療法で、主に運動障害の改善です。人間が馬に
乗って馬の動きを体感することで、自分自身の運動感覚も活性化して、磨くことができると考
えられています。

感覚的統合

乗馬療法（ヒポセラピー）

乗馬や馬とのふれあいはいろいろな障がいをもつ
人が行うことができます。リクリエーションや社
会的活動を体験し、ストレスからの解放、運動不
足や二次障がいを予防することができます。
余暇活動から、競技スポーツ（パラリンピックな
ど）までの幅広い運動の場を設けることができ、
馬と人との強力な結びつきが生まれると時として
並外れた成果が得られます。







美肌の湯にキビソパワーをプラス

キビソタオル
今回の美肌通リズムプランでは、お肌を洗うために「キビソタオル」をプレゼントいたします。
ひとつの繭（まゆ）からわずか4％しか取れない「キビソ」という糸を、地元の織物工房で丁寧
に織り上げた特別なタオルです。

「キビソ」にたっぷりと含まれるのが、保湿性に優れた成分
「セリシン」。お肌を洗う際にお湯と石鹸に反応してタオル
から溶け出し、お肌に優しい保湿成分を届けてくれます。

美肌の湯と「キビソタオル」の組み合わ
せで湯上りの肌はさらにしっとりすべす
べ間違いなしです！

やさか村ワタブンアートファブリック
詳しくはコチラから☛



OMIYAGE

✧
✧

✧
✧

✧

✧

✧
✧

「大⿊とうふ」

⿊⽶焼酎「⿊大蛇」
美又ゆめエイト

美又ゆめエイト

美又温泉入浴剤

トルティーノ「チーズケーキ」

他にもたくさん！詳しくはコチラ→☛
金城町情報サイト「かナビ！」お買い物ページ



施設情報・お問い合わせ

かなぎウェスタン
ライディングパーク

金城観光ホテル

〒697-0303
浜田市金城町久佐イ1390-8

☎ 0855-42-2222

〒697-0301
浜田市金城町追原39-1

☎ 0855-42-1000

浜田市金城支所
産業建設課 産業振興係

〒697-0303
浜田市金城町下来原171番地

☎ 0855-42-1233

お問い合わせ

金城町情報サイト
「かナビ！」

ホームページ
はコチラ☛

ホームページ
はこちら☛



美肌通リズム

2DAYS


