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「SETOUCHI GLAMPING(せとうちグランピング)」のグランドオープンについて 

 

 

株式会社下電ホテル、西日本旅客鉄道株式会社および株式会社 JR 西日本コミュニケーションズの三社は、2022 年

夏の岡山デスティネーションキャンペーン開催を見据え、鷲羽山下電ホテル（岡山県倉敷市 最寄駅：JR 瀬戸大橋線児

島駅）の敷地内において、コロナ後の新たな観光コンテンツとしてお客様に安全・安心にお楽しみいただけるグランピング施

設「SETOUCHI GLAMPING（せとうちグランピング）」をグランドオープンいたします。 

2020 年９月から 2021 年１月まで実施した実証実験では、週末の稼働率が 90％を超え、ご宿泊のお客様から高

い評価をいただきました。これを踏まえ、規模を拡大し、より多くのお客様に楽しんでいただける施設として生まれ変わります。 

瀬戸内海国立公園の特別地域内に位置し、瀬戸大橋と瀬戸内の多島美を目前に望む抜群のロケーションを眺めなが

ら、老若男女問わず気軽にアウトドアを満喫していただける場所として、ぜひお出かけください。 

 

１．グランドオープン日 

2021 年 8 月 18 日（水）  

２．施設 

・ドームテント  ５棟  ３棟新設 

―スタンダード（最大大人４名まで）４棟、スイート（最大大人８名まで）１棟 

   ・パーゴラ    １棟（食事会場） 新設 

３．販売方法 

①関西、広島、福岡エリア発着の JR 券付き各旅行会社商品での販売 

※JR 西日本専用 WEB サイト（https://www.setouchi-palette.jp/kojima/）にてご紹介しております。 

   ②鷲羽山下電ホテル HP（http://shimoden.bonvoyage.co.jp/）等での販売 

４．料金 

各商品により異なります。 

５．施設のポイント（詳細別紙） 

   ・デザイナーに数々の受賞歴を誇る株式会社イチバンセンの川西康之氏を起用 新規 

・「せとうちならでは」へのこだわり 

    ―インテリアに地元名産のデニム、帆布などを活用 新規 

 ―お食事会場は鷲羽山をイメージして鷲が羽を広げたような斬新なデザインのパーゴラ 新規 

 ―岡山産のサワラや黄ニラ、季節のフルーツなど、地産素材をふんだんに活用した豪華バーベキュー  

・抜群のロケーション、絶景（瀬戸内の多島美、目の前に広がる瀬戸大橋の景色、夕日） 

・アクセスの良さ（大阪・広島から新幹線を使えば約１時間半） 

・隣接ホテルの充実した設備を使用可能（お部屋、大浴場、サウナ等） 

・アクティビティをさらに充実させ、お客様が自由に選べるスタイルに リニューアル 

６．その他 

・本施設におけるウエディング（挙式・パーティー・ビーチフォト）プランも受付いたします。 

・８月 17 日（火）に現地で報道公開を実施予定です。詳細は別途ご案内いたします。 
以上 

https://www.setouchi-palette.jp/kojima/
http://shimoden.bonvoyage.co.jp/


せとうちグランピング 詳細
別紙

※本資料の画像はすべてイメージです。



アクセス

■大阪・広島から新幹線・岡山経由で約１時間半で到着できる好立地
■最寄りの児島駅からせとうちグランピングまでは、専用シャトルバスでご案内
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ロケーション

■瀬戸内の多島美や瀬戸大橋を眼前に望む抜群のロケーション

©Takashi Karaki

©Takashi Karaki

２



○川西康之氏コメント
世界一の鉄道・道路併用橋を眼前にして、豊かな海と自然の絶景を感じられる、せとうちグランピングへようこそ。倉敷市内をはじめ岡
山県内各地のモノづくりの皆さまの技術を結集して、他にはない空間と時間を体験して頂けます。
・地元特産のデニムや帆布、家具や床材で構成された自然素材によるインテリア。
・瀬戸内を旅する「風待ち」空間をイメージした松林の外部デッキ空間。
・鷲が羽を広げたような双曲放物面（HPシェル）構造によるパーゴラ屋根のレストラン。
自然環境に細心の注意を払いながら、お客様の大切な時間をデザインしました。

○川西康之氏プロフィール
株式会社イチバンセン 代表取締役。1976年（昭和51年）奈良県生まれ、2014年株式会社イチ
バンセン ICHIBANSEN 設立。JR西日本の長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」、JR西日本グルー
プと瀬戸内海汽船グループが共同で建造した「SEA SPICA(シースピカ)」のデザインも手掛ける

（代表作）
・土佐くろしお鉄道 中村駅リノベーション ブルネル賞 他12賞
・肥薩おれんじ鉄道 ロゴタイプデザイン ロゴタイプデザイン最優秀賞
・えちごトキめき鉄道 ｢えちごトキめきリゾート雪月花｣ 国際デザインアワード公共デザイン部門最優秀賞他6賞
・JR西日本グループ・瀬戸内海汽船グループ 「SEA SPICA」 グッドデザイン賞・ベスト100、グッドフォーカス賞〔地域社会デザイン〕

シップ・オブ・ザ・イヤー2020 小型客船部門賞

デザイン監修

○総合デザイン監修・意匠設計・グラフィックデザイン
株式会社イチバンセン 一級建築士事務所

川西 康之（かわにし やすゆき）氏
姫野 智宏（ひめの ともひろ）氏

○構造設計（パーゴラ）
株式会社 ANDO Imagineering Group
安藤 耕作（あんどう こうさく）氏
田邉 俊貴（たなべ としき）氏

○照明設計監修
株式会社ライトコンシェル・デザインオフィス
三島 立起（みしま たつき）氏
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デザイン（ドームテント）

■ロケーションを最大限生かしつつも、
プライベート感を演出するドームテント
とウッドデッキ
■地産品を活用したこだわりのインテリア
（詳細P.8参照）

新設 リニューアル

○川西康之氏コメント
瀬戸内を旅する「風待ち」の空間をイメージして、プライベート性を重視した「囲われ感」のあるウッドデッキ空間（001、002、003号室）。
少し背伸びした視界を確保したウッドデッキ空間（004、005号室）。いずれも目の前に瀬戸大橋や島々を望む美しい砂浜が広がり、豊
かな松林の木漏れ日が、お客様の時間を包み込みます。ドームテント内は、地元の岡山県特産のデニムや帆布、家具や床材等で構成さ
れた自然素材を中心としたインテリアで、小さなお子様も安心の空間です。
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デザイン（パーゴラ）

■お食事会場として、地元の鷲羽山（わしゅうざん）にちなんで、
鷲が羽を広げたさまを表現したパーゴラを新設

■ウェディング利用の際にはこちらで人前式を挙げることも可能
■目の前に広がる砂浜、瀬戸内の多島美、瀬戸大橋の絶景を楽しみながら、
贅沢な時間をお過ごしいただけます。

新設

○川西康之氏コメント
グランピングのお客様のために、砂浜に専用のレストランをつくりました。国の名勝・鷲羽山（わしゅうざん）にちなみ、鷲が羽を広げたような
双曲放物面（HPシェル）構造を鉄骨造と国産木材によるLVL（単板積層材）で構成し、高い耐久性・耐風性を実現しています。人
前結婚式にも対応しており、人生の飛翔に相応しい空間です。
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デザイン（鳥瞰図）

■全てのテントから、瀬戸内海と豊かな松林を感じていただけます。
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【バーベキュー】
（使用地産食材）
・サワラ
・鶏肉（岡山森林どり）
・黄ニラ
・油揚げ
・パクチー（ソース）

（参考）そのほか仕入状況に応じて産地が変動する素材
国産牛もも肉、ピーマン、椎茸、玉葱、さつまいも、キャベツ等

【その他、地産素材を活用したメニュー】
○下津井産タコのアヒージョ
（使用地産素材）タコ、マッシュルーム等
○ばら寿司
（使用地産素材）ママカリ等
○焼きフルーツ
（使用地産素材）季節のフルーツ ※時期により変動

夕食(一例)

提供料理

【地産素材を活用したメニュー】
○根菜とマッシュルームと大麦の食べるスープ
（使用地産素材）マッシュルーム、その他野菜
○フルーツヨーグルト
（使用地産素材）季節のフルーツ ※時期により変動

○牛乳（蒜山牛乳）

※そのほか、ホットサンド等

朝食(一例)

○大原千鶴氏プロフィール
京都・花背の料理旅館「美山荘」の次女として生まれ幼少のころから料理に触れて育つ。現在は京都市内に住まい、料理研究家として雑誌
やテレビ出演、料理教室、講演会、エッセイ執筆、商品開発アドバイザー、CMやドラマの料理監修などで活躍。現在ＮＨＫＥテレ「きょうの料
理」「あてなよる」のレギュラー出演中。ＮＨＫBSプレミアム「京都人の密かな愉しみ」の番組出演や料理監修も手掛ける。近書『大原千鶴の
ささっとレシピ』（高橋書店）ほか著書多数。

料理監修 大原 千鶴（おおはら ちづる）氏

■夕朝食とも、地産厳選素材を活用したこだわりのメニューを提供
■「瀬戸内ならでは」の味をご賞味いただけます。

※メニューや使用食材は仕入状況等により変動する場合があります。
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地域各事業者との連携

■地域の各事業者さまとの連携により、岡山・倉敷エリアの
文化・産業とその魅力を発信し、地域経済活性化を目指します。

新規

株式会社ベティスミス
（岡山県倉敷市）

インテリア等へのデニム生地使用

株式会社脇木工
（岡山県美咲町）

インテリア家具（一部）の使用

倉敷帆布株式会社
（岡山県倉敷市）

インテリア等への倉敷帆布の使用

株式会社西粟倉・森の学校
（岡山県西粟倉村）

床材（一部）の使用

ナカオランプ
（岡山県岡山市）

インテリア照明（一部）の使用
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項目 概要 利用条件 予定価格

フィッシング 釣竿・餌の貸出(釣れた魚は夕食で召し上がれます) 無料

星空観察体験 タブレット端末貸出にてアプリ(星座表)使用 無料

砂浜クリーンアップ体験 無料

ヨガマット貸し出し 目の前の砂浜でビーチヨガができます(インストラクターなし) 無料

無人島ツアー 無人島(釜島)にて夕日観賞など 2名様より 3,000

e-bike貸し出し(10月以降) 付近の観光地等へのアクセスとして利用いただく 未定

パエリア作り体験 2名様より 900

棒パン作り＆バター作り体験 2名様より 1,500

ワッフル作り体験 2名様より 1,000

チョコレートフォンデュ 2名様より 1,800

ホットワイン作り体験 冬季のみ 1ボトルより 3,500

マイ ハーブソルト作り体験 2名様より 未定

ハーバリウム作り体験 2名様より 未定

・予定価格は1名様あたり（円／税別）で、変動する場合あり

・時期、その他事情により改廃の場合あり

・予約・販売は下電ホテルへお電話またはJR西日本「setowa」でのお客様手配（setowaでの販売は準備でき次第）

アクティビティ

■屋内外で楽しめるさまざまなアクティビティをご用意しました。
■お客様ご自身で予約のうえ、お好みの組合せで楽しめます。

リニューアル
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■京阪神、広島、九州発の旅行会社商品で販売いたします
（京阪神発商品URL）

■下電ホテルHPでも販売いたします

■本施設でのウエディングの受付・お問合せは下電ホテルHPをご確認ください

販売・申込 10

https://www.hankyu-
travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=5RN72A2&p_hei=30

https://digitalpamph.nta.co.jp/zip0011/book/

https://ebook.jtb.co.jp/book/?1612187#1

http://shimoden.bonvoyage.co.jp/pdf/plan_glamping.pdf

http://shimoden.bonvoyage.co.jp/glamping/

https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=5RN72A2&p_hei=30
https://digitalpamph.nta.co.jp/zip0011/book/
https://ebook.jtb.co.jp/book/?1612187#1
http://shimoden.bonvoyage.co.jp/pdf/plan_glamping.pdf
http://shimoden.bonvoyage.co.jp/glamping/

