
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社フォレスト（本社・神奈川県足柄下郡湯河原町 代表取締役・石田浩二）は、2018年 5月 12 日に『日

光東照宮 晃陽苑』の運営受託契約を締結、6 月 21 日より運営を開始します。また、5 月 17 日に『渚のリゾー

ト 竜宮ホテル』の全株式を取得、子会社化いたしました。 

 

「日光東照宮 晃陽苑」は栃木県日光市、日光東照宮にほど近く、四

万坪の敷地の中に四季折々の自然とゆったりとした時間を感じられる

宿泊施設です。宿泊・温泉だけでなく、ランチ・会食利用が可能な事も

大きな特徴の一つであり、観光バスのお食事立ち寄りなどの利用が可

能です。日光東照宮より運営を引き継ぎ、温泉やお食事会場、立地な

どの恵まれた条件に加え、フォレストの培った宿泊施設運営力を活か

し、より多くのお客様にご満足いただける宿へと進化させて参ります。

将来は日光東照宮へのお食事の提供、及びブライダル事業を展開する

予定です。 

 

「竜宮ホテル」は愛知県西尾市三河湾の中央海岸線に位置し、全室オー

シャンビュー、最上階には三河湾を一望できる露天風呂（トゴール湯）、

施設の目前には「吉良ワイキキビーチ」、新鮮な海鮮料理、と「海」を満

喫できる宿泊施設です。フォレストが株式会社竜宮ホテルの全株式を取

得する事により、フォレストの 100％子会社となりました。同施設の歴

史とフォレストグループの施設運営ノウハウの相乗効果により、より魅

力的な宿泊施設となる事を目指します。なお、施設名称は引き続き「竜

宮ホテル」を使用いたします。 

 

この 2 店舗がグループ傘下に入り、フォレストリゾートの管理・運営する宿泊施設は国内 15 ヵ所となります。

フォレストは来年創立 20 周年を迎えます。今まで培ってきたノウハウを基に、既存の施設に加え、新規施設の

特色を活かした運営を行い、旅のトータルプロデュース企業として、これからもお客様にお選びいただける、ご

満足いただける「旅」をご提供して参ります。 

 

 

 

 

 

PRESS INFOMATION 

フォレストグループに新たな 2店舗 
 『日光東照宮 晃陽苑』・『渚のリゾート 竜宮ホテル』 

が仲間入りしました 

2018 年 6月 4 日発行 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 
株式会社フォレスト 企画部／鈴木 

TEL:0465-62-5540  FAX:0465-63-0149   
Email: y.suzuki@its-forest.jp 

HP: www.its-forest.jp 

竜宮ホテル 

日光東照宮  晃陽苑 

mailto:y.suzuki@its-forest.jp


 

 

施設概要 

 

日光東照宮 晃陽苑 

 所在地   ：栃木県日光市瀬尾 1640-14 

 建築年月日 ：1975 年 ※改築年月日 1996 年（平成 8 年） 

 アクセス  ：【電車】 

私鉄東武日光線日光駅→タクシー約 10 分 

【自動車】 

東北自動車道宇都宮ＩＣより国道 119 号線約 40 ㎞約 45 分 

 駐車場   ：有 乗用車 100 台、バス 6 台（無料） 

構造    ：鉄筋コンクリート造（地上 2 階）  

延床面積  ：3,403.57 ㎡ 

敷地面積  ：4,182.11 ㎡ 

客室数   ：20 室  

風呂    ：大浴場(男 1・女 1)  陶器野天風呂(男 2・女 2)   

泉質    ：アルカリ単純温泉   

館内施設  ：会議室（3 か所）、コンベンションホール、大宴会場（100 名収容）、中宴会場（30 名） 

レストラン、売店 、バー  

 

 

 

 

渚のリゾート 竜宮ホテル 

 所在地   ：愛知県西尾市吉良町宮崎宮前 12 番地 

 設置年月日 ：1983 年 3 月 15 日 

 アクセス  ：【電車】 

名鉄西尾線・蒲郡線「吉良吉田駅」より送迎車にて 7 分 

【自動車】 

東名高速道路：音羽蒲郡 IC より車で約 45 分 

 駐車場   ：有 200 台（無料） 

構造    ：鉄筋コンクリート造（9 階） 

延床面積  ：6,615 ㎡ 

敷地面積  ：1,546 ㎡ 

客室数   ：51 室  

風呂    ：展望大浴場(男 1・女 1) 絶景露天風呂(トゴール泉 男 1・女 1) 

館内施設  ：喫茶、ラウンジ、宴会場、コンベンションホール、湯上がりサロン、クラブ 

カフェ＆ヌードルバー、売店、相田みつを「心のギャラリー」 

 

 

 



ご参考 

㈱フォレストについて 

名称 株式会社フォレスト 

所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 207 

代表者 石田 浩二 

設立年月日 平成 11 年 1 月 20 日 

資本金 50,000,000 円 

従業員数 266 名 

主な事業内容 旅館経営・宿泊施設運営業務委託・レストラン・貸切バス事業・旅行業・ 

旅館経営コンサルティング 

 

 「株式会社 フォレスト」の基本理念 

 常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供 

 個性豊かな多くの施設を運営するフォレスト。 

多様な施設があるからこそ、基本の気持ちは創業当初から変わりません。 

「お客様の立場に立つ」ことはサービスの基本。 

どの業態の宿泊施設であっても「安全」と「快適」は不可欠。 

創業 60 年のフォレストは、今までもこれからも 

皆様に「常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供」をお約束いたします。 

 

 

更なるお客様満足度の向上の為に 

皆様の旅をトータルプロデュース 

株式会社フォレストは宿泊業だけでなく平成 22 年にバス事業・旅行業の許可・登録を取得しました。 

バス旅行と宿泊を一社で一括して行うことで、魅力あふれるツアーをリーズナブルなお値段にてご提供するこ
とが可能となり、皆様に大変ご好評をいただいております。 

また、平成 25 年に学校給食を手掛ける株式会社富士フードサービス、平成 26 年に魚類卸売業の株式会社魚浦
商店、平成 27 年にホテルサンルート栃木を運営する株式会社フォレストフォーシーズンの株式を取得し、食事
提供部門と宿泊部門のさらなる強化も進めております。 

「宿泊」「飲食」「バス」が伴うことで、観光旅行~ビジネス宿泊～教育旅行すべてを網羅し皆様の旅をトータル
プロデュース致します。 

 

フォレストは宿泊施設の買収・Ｍ＆Ａ・経営受託による運営も得意としており、B to C のカスタマーサービス
だけでなく、B to B においても、お客様のご意向に沿った運営はもちろん、更なるご提案を通じてお客様の満
足度向上に邁進して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



運営事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関連会社  

 

【株式会社 富士フードサービス】 

本社所在地   山梨県甲斐市玉川 1433-2   

TEL：055-230-6830 FAX：055-230-6832 

主な事業内容  特定給食業務・施設内食堂運営受託業務 

弁当、惣菜の製造販売 

 

 

【株式会社 魚浦商店】 

本社所在地    神奈川県小田原市本町 1-9-50   

TEL：0465-22-3403 FAX：0465-22-3390 

主な事業内容   魚類卸売業 

 

 

 

【株式会社フォレストフォーシーズン】 

施設名称     「ホテルサンルート栃木」 

本社所在地    栃木県栃木市万町 16 番 1 号 

TEL：0282-24-5858   FAX：0282-24-6520 

主な事業内容   「ホテルサンルート栃木」の運営 

(宿泊・宴会・ケータリング等) 

              客室数      53 室 

 

 

【株式会社ニューみやこ】 

施設名称     「こころをなでる静寂 みやこ」 

本社所在地    岐阜県下呂市森 2505 

   TEL：0576-25-3181   FAX：0576-24-1012 

主な事業内容   温泉旅館 

客室数      19 室 

 

 

【株式会社 竜宮ホテル】 

施設名称     「渚のリゾート 竜宮ホテル」 

本社所在地    愛知県西尾市吉良町宮崎宮前 12  

   TEL：0563-32-0234   FAX：0563-32-0299 

主な事業内容   旅館 

客室数      51 室 

 


