
豊島エスポワールパークのご案内



瀬⼾内海に浮かぶ⼩さな島「豊島（てしま）」。

⼈々が集い、繋がり、未来を描き、拡がっていく
そんな希望に満ちた場所「豊島エスポワールパーク」。

豊島の空気を感じながら、⼼豊かなひとときをお過ごしください。

豊島エスポワールパーク
スタッフ⼀同

1



2022年9⽉、⾹川県豊島に宿泊・イベント・
研修対応型複合施設「豊島エスポワールパー
ク」をオープンいたしました。

宿泊施設、研修やイベントなどができるレン
タルスペースを兼ね備えた、
個⼈の⽅も団体の⽅もご利⽤いただける複合
施設です。

施設名称には、
訪れる⼈々が集い、つながり、未来を描き、
拡がっていく、そんな希望に満ちた場所に
なってほしいという思いを込めています。

⾃然豊かな⽇本の原⾵景を残しながら、世界
とつながるアートが点在する瀬⼾内海の島
「豊島」。

豊島の空気を感じながら⼼豊かなひとときが
過ごせる空間をご提供します。

宿泊・イベント・研修対応型複合施設「豊島エスポワールパーク」
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エスポワールイン（宿泊棟）、エスポワールセンター（研修棟）、回廊棟の３つより構成されています。

エスポワールイン
（ESPOIR INN）

エスポワールセンター
（ESPOIR CENTER）

回廊棟

ガーデン

豊島エスポワールパーク
（TESHIMA ESPOIR PARK）

屋上テラス
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⽊の温もり

豊島の⾃然に馴染むように⽊造でつくられた豊島エスポワールパーク。
⽊材は、瀬⼾内海の源流でもある、岡⼭県最北の「⻄粟倉村」の⽊材
を使⽤いたしました。
50~70年ほど育まれた⽊が豊島エスポワールパークパークを⽀えてく
れています。
源流をきれいにすることは地球環境を整える・持続させることにつな
がるのではないか。「素材選定」もストーリーを⼤切にしています。
⽊の⾹りや温もりにつつまれ、ゆっくりとお過ごしいただけます。

＊⻄粟倉村では、「百年の森林構想」が⼤きな幹となり、再⽣エネル
ギーや事業など、多様な⾃然資本を循環させた持続可能な村づくりが
実現されています。

海・⼭・空

すべての客室から海が眺められるのはもちろん、機能的で美しい
キッチンからも海・⼭・空が望めます。
特に⼣暮れ時の空のグラデーションカラーはいつまでも眺めていた
くなる景⾊。
季節ごとに表情を変える⾃然を眺めながら、五感を解放しお寛ぎく
ださい。
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豊島とは

穏やかな瀬⼾内海に浮かぶ「豊島」。
⾹川県と岡⼭県の中間あたりに位置する⾯積約14.5k㎡、⼈⼝約760⼈の島です。
島の中央にそびえる標⾼約330mの「檀⼭」は、蓄えた⾬⽔を浄化し、おいしい⽔となってふもと
の集落に届けてくれます。
また、1970年代から始まった産業廃棄物の不法投棄は、全国的にも最⼤規模の産廃問題となりまし
たが、処理もすすみ、環境の再⽣を⽬指した取り組みが続いています。
2010年には豊島美術館をはじめとする現代アートの施設もでき、世界中から多くの⽅が訪れます。
信号もコンビニもスーパーもない豊かな⾃然とアートの島が、訪れる⼈々を魅了しています。

棚⽥

⽯の島

豊富な⽔のおかげで、古くから稲作が盛んにおこな
われ、島の⾄るところに⽥んぼや⽥んぼであった場
所がみられます。
豊島美術館の向かいには、海をのぞむ棚⽥が広がり
ます。

豊島には「豊島⽯」と呼ばれる凝灰岩がとれ、古く
から⽯の島としても知られています。柔らかく加⼯
がしやすいが⽕に強いという性質を持ち、灯篭や⿃
居などに使⽤されています。

アート産品

●オリーブ
⾹川県の県⽊です。各所にオリーブの⽊々があり、収穫され
た実は、オイルや加⼯品、新漬けなどになります。

●レモン
レモンの栽培も盛んです。枝からも葉からも爽やかな⾹りが
します。お料理はもちろん様々な商品に加⼯されています。

●いちご
ハウス栽培で⽢さと酸味のバランスが絶妙の「⼥峰」を育て
ています。島内には直営のカフェもあります。
●柑橘
みかんやスイートスプリングなど多くの種類の柑橘を楽しむ
ことができます。

3年に⼀度「瀬⼾内国際芸術祭」が開催
されます。瀬⼾内海の島々を舞台に繰り
広げられる現代アートの祭典。世界中か
ら多くの⽅々が訪れます。直島、⼩⾖島、
⽝島にもアクセスしやすい豊島です。

＊参考 豊島観光協会
https://teshima-navi.jp
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エスポワールイン（宿泊棟）11室24名

シングルルーム 6室 13.8㎡ 定員1名 \11,000/室

セミダブル1台/シャワー・トイレ・洗⾯付

ツインルーム 1室 26.9㎡ 定員1~2名 \19,800/室

セミダブル2台/バス・トイレ・洗⾯付

シェアルーム 2室 30.6㎡ 定員1~4名 \26,400/室

シングル4台/シャワー・トイレ・洗⾯共⽤

ロフトルーム1階 36.2㎡ 定員1~4名 \40,000/室

シングル4台/バス・トイレ・洗⾯付

ロフトルーム2階 47.8㎡ 定員1~4名 \52,000/室

ロフトスペース 寝具3/畳個室 寝具1/バス・トイレ・洗⾯付

ラウンジ 無料

● エントランス作品 居⼭浩⼆⽒ / Line

ワーケーションや島めぐりの拠点にもおすすめのシンプルな
お部屋。ベッドヘッドにもたれ、瀬⼾内海を⾏き交う本船や
漁船を眺めて無⼼のひと時を過ごせます。

2階からの眺める瀬⼾内海、浴槽から垣間⾒える⼭側の緑、
豊かな時間を体感していただける⼈気のお部屋です。

全てのお部屋から海が⾒えます。⽊の温もりに包まれ、海や⼭を五感で感じながら緊張を緩め
まどろみにひたる時間をお過ごしください。

ロフトベッド付きのユニークなお部屋。ご家族・ご友⼈グ
ループでの滞在におすすめです。

広い洋室と畳の個室。洋室にはロフトスペースとソファーの
ある空間も備えています。海を眺めることのできるバスルー
ムでは癒しの時間を体感できます。

シャワー・トイレ・洗⾯は共⽤ですが、リーズナブルにお泊
まりいただけます。パーソナルスペースは個別に分かれてお
り、グループでの利⽤におすすめのお部屋です。

チェックインのお⼿続きや待合など、⾃由にご利⽤いただけ
るスペースです。電源やwi-fiも完備。⼤きな窓からはガーデ
ンや⼭側の景⾊が望め、おくつろぎいただけます。
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エスポワールセンター（研修棟）

レクチャールーム 69㎡ ~24名

研修⽤⻑机12本/椅⼦24脚

キッチン 29㎡ ＊プロ仕様です

厨房設備⼀式/調理道具&⾷器⼀式

スペシャルルーム 19㎡ ~8名 ＊現在改装中です

ダイニングテーブル1卓/椅⼦8脚/ワインセラー

ホール 61㎡

テーブル5卓/椅⼦24脚

ショップ（ホール内）

お⽫やコップ、ワイングラスなどの⾷器やカトラリー

貸出備品

プリンターや延⻑コードは⾃由にお使いいただけます。

講演や研修、イベントなどでお使いいただけるスペースです。
半分に仕切ってご利⽤いただくこともできます。

飲⾷スペースやイベントなど幅広くお使いいただけます。
＊基本的には⼀般のお客さまとの共有スペースです。
朝⾷や⼣⾷をお召し上がりいただけます。

全国、地元瀬⼾内からユニークで上質な⾷品とドリンクを集
めています。冷凍やレトルトなどもご⽤意しており、その場
でセルフでお召し上がりいただけます。

調理実習や飲⾷店イベントなどレンタルキッチンとしてご利
⽤いただけます。ドリンクコーナーや⾼⽕⼒コンロ、オーブ
ン、コンベクションオーブンなど揃えております。

飲⾷個室やサービス研修、事務局控え室などでお使いいただ
けるお部屋です。

⾷を楽しみ、交流し、学ぶ場。中央に機能的で美しい厨房を配置しています。
団体さまには、様々なスペースを貸し出します。

⾳響機器（ワイヤレスマイク、CD、モニター）、プロジェ
クター、スクリーン、可動式ホワイトボード3枚
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エスポワールガーデン 他

ガーデン

＊⽕器は使⽤できません

屋上テラス

＊⽕器の使⽤、飲⾷不可

ランドリー

ドラム式全⾃動洗濯機（乾燥機能付）1台/洗濯洗剤

⾃動販売機

ノンアルコール飲料1台/アルコール飲料1台

アメニティ

＊シャンプー、ソープ類は客室に設置しております（無料）

研修⽤の荷物等について

休館⽇について

キャンセルについて

エスポワールインとエスポワールセンターの間に広がる芝⽣
のガーデン。施設ご利⽤者は⾃由にお使いいただけます。

緩やかな時が流れるガーデンで島の空気をお楽しみください。時には、⾮⽇常のイベントも。

エスポワールインの屋上に広がる檜のデッキ。瀬⼾内海を⼀
望でき、⼣陽や夜空を眺めたり、朝の新鮮な空気を感じられ
ます。施設ご利⽤者は無料でお使いいただけます。

エスポワールインのエントランスホール横の⾃動販売機コー
ナーにご⽤意しています。施設ご利⽤者のみお使いいただけ
ます。（無料）

エスポワールインのエントランスホール横に⾃動販売機コー
ナーがございます。
施設ご利⽤者は⾃由にお使いいただけます。

環境に配慮したアメニティを販売しております。
無料提供はございません。
アメニティご持参のご協⼒をお願いいたします

事前のお荷物のお預かりや、研修終了後の宅配便の発送も
承っております。（着払いのみとなります）

原則⽕曜・⽔曜、年末年始は休館⽇となっております。
＊団体貸切利⽤の場合、ご相談に応じます

当⽇:100% 前⽇:50%  7⽇前:30% 14⽇前:20%
＊宿泊料⾦、利⽤料⾦に対する違約⾦の⽐率です。
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さまざまなご利⽤⽅法

研修 合宿 貸会議室

教室・カルチャースクール・展⽰会 各種イベント ご希望のテーマ

宿泊研修のみならず、⽇帰り研修のご利⽤も承っております。
近隣エリアなら⽇帰り利⽤も可能です。

各種研修や研究、フィールドワークなど、宿泊研修としてご
利⽤ください。社内では思いつかないような柔軟なアイデア
や発想が⽣まれるかもしれません。

「オフィスから離れ、気分を変えて会議を⾏いたい」
「社外の関係者と会議を⾏う場所がほしい」など様々なニー
ズに応じた活⽤ができます。

⾃由にレイアウトいただき、各種習い事やカルチャースクー
ル、または展⽰会等のイベントスペースとしもご利⽤いただ
けます。

飲⾷イベントやお祭り、⾳楽、芸術など様々なイベントの場
としてもご利⽤いただけます。

アートや建築、島の歴史についてなど、ご希望のテーマに
沿った研修を豊島エスポワールと共に創っていくことも承っ
ております。ご相談ください。

＊⼀例です。内容によってはご利⽤できない場合もございます。
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お⾷事例

ショップ（エスポワールセンター内） 海のレストラン（徒歩1分） 島のお店からお弁当、ケータリング

島のお店 出張シェフ イベントや持ち込み

つくり⼿の想いが詰まった商品を取り揃えております。レン
ジで⼿軽に作れる、瀬⼾内や⽇本全国の選りすぐりの⾷品で
す。訪れる⽅々が「⾷を⽀える⼈」と出会い、新しいつなが
りができればと思いを込めて。

⽬の前に広がる瀬⼾内海を眺めながら、素材の旨味を最⼤限
に引き出した⾝体も喜ぶお料理を。⾃家菜園の野菜や豊島の
⾷材を使った料理です。昼はピッツェリア、夜はイタリア料
理のコース。＊要予約です。

豊島には個性的で魅⼒たっぷりのお⾷事どころがあります。
⾷を⽀えるお店から、お弁当やケータリングも可能です。
＊⼈数や予算によりご相談となります。

⽇本各地からの出張シェフは、⾷べるだけではなく⼀緒に調
理したり「⾷」についての説明や由来を聞いたり話したり、
いつもとは違う特別な時間です。
＊企画、⼈数、予算によりご相談となります。

キッチンカーやオリジナルコラボ商品イベント（YOKOO 
CURRY）などイベントがある時も。
もちろんご⾃⾝の好きな⾷べ物を持ち込んで、ホールで召し
あがっていただけます。

豊島の個性的で魅⼒たっぷりのお⾷事どころをお楽しみくだ
さい。
＊要予約
＊参考HP豊島観光協会 https://teshima-navi.jp
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豊島エスポワールパークでの過ごし⽅
豊島エスポワールパークでは思い思いにお過ごしいただけます。
お⼀⼈で、ご友⼈やお仲間と、ご夫婦やご家族とはもちろん、宿泊研修や合宿などでも。豊島を拠点に他の島にも訪れることができます。
研修、合宿などお気軽にご相談ください。

1泊2⽇の例 2泊3⽇の例

1⽇⽬ 2⽇⽬ 3⽇⽬1⽇⽬ 2⽇⽬

12:00 産廃跡地ツアーや
アートめぐりなど

16:00 チェックイン
ホールにて、オープニ
ング

17:00 ワークショップ
屋上デッキからの⼣陽
を眺める

19:00 ⼣⾷
お酒もすすみ楽しいひ
とときを

21:30 座談会
参加者との懇親を深め
ます

6:00 屋上デッキで朝⽇を浴
びながらワークショッ
プ

8:00 朝⾷
ショップの軽⾷やコー
ヒーを

9:00 ワークショップ
クロージング

10:00 チェックアウト

解散

⾃由⾏動
アート鑑賞や昼⾷

午前 各⾃移動

14:00 アートめぐり
レンタサイクルで⾵を
感じながら

16:30 チェックイン

17:00 ワーク
⼣陽の時間には屋上
デッキでひと休み

19:00 ⼣⾷
レストランで懇親も兼
ねて

7:30 早朝散歩後に朝⾷

10:00 アート・島めぐり
レンタカーでぐるり

13:00 昼⾷
島のお⾷事どころへ

15:00 ワーク

18:00 ⼣⾷
ケータリング

20:00 ワーク
振り返りを兼ねた時間

8:30 朝⾷＆ワーク
朝⾷を⾷べながらク
ロージング

10:00 チェックアウト

解散

⾃由⾏動
昼⾷や直島へ

⾃分を⾒つめ直す。この場で出会った⼈たちとつながる。共に学び合う⼈たちが⾼め合う。
訪れる⽅々の記憶に残る場になればと願っています。

＊⼀例でございます。
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■エスポワールイン 宿泊料⾦表

部屋タイプ 室数 設備 広さ ベッドまたは
寝具 ⼈数 料⾦/室(税込) 備考

シングルルーム ６ シャワールーム、トイレ、洗⾯ 13.8㎡ セミダブル 1 1 11,000円 カウンター、椅⼦

ツインルーム １ バスルーム、トイレ、洗⾯所 26.9㎡ セミダブル 2 1〜2 19,800円 カウンター、椅⼦2

シェアルーム ２ シャワールーム、トイレ、洗⾯所 30.6㎡ シングル 4 1〜4 26,400円 ー

ロフトルーム１階 1 バスルーム、トイレ、洗⾯所 36.2㎡ シングル 4 1〜4 40,000円 カウンター、テーブル、
椅⼦4

ロフトルーム２階 １ バスルーム、トイレ、洗⾯所 47.8㎡ シングル 4 1〜4 52,000円 L字ソファー、
和室の個室有り

館内 ●wi-fi完備 ●全館禁煙 ●ペット等不可 ●プリンター ●ランドリー ●飲料⾃動販売機 ●ガーデン ●屋上テラス ●駐⾞場（電気⾃動⾞⽤の充電設備あり）
（エスポワールセンター）●ホール ●ショップ

客室
●wi-fi完備 ●寝具 ●エアコン ●冷蔵庫 ●バスタオル ●フェイスタオル ●バスマット ●ナイトウェア ●スリッパ ●ハンガー
●ハンド・フェイスソープ ●シャンプー・コンディショナー・ボディソープ（オールインワン） ●電気ケトル ●コップ ●コーヒーカップ ●紅茶ティーバッグ
●緑茶ティーバッグ ●コーヒードリップバッグ ●⽔ ●ドライヤー

貸出品 ●アイロン ●アイロン台 ●スマートフォン充電器 ●ハサミ ●ソーイングキット ●⽖切り ●体温計 ●物⼲し ●傘 ●氷嚢（アイスパッド）
●マスク ●熱さまシート ●⽣理⽤品

販売 ●オーガニック無添加⽵製⻭ブラシ ●⻭みがきペーパー ●オーガニック⽵製ヘアコーム ●コットン＆綿棒セット ●⼱着
●基礎化粧品セット（クレンジングオイル、洗顔料、化粧⽔、乳液、クリーム）

＊アメニティご持参のご協⼒をお願いいたします。
＊エスポワールセンターのホールやショップは、通常は⼀般のお客さまとの共有スペースです。

■館内/客室設備/アメニティ
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■エスポワールセンター 貸しスペース料⾦表
貸しスペース 概要 広さ ⼈数 1⽇料⾦(税込) 半⽇料⾦(税込) 備考
レクチャールーム 研修⽤⻑机 12、椅⼦ 24 69㎡ 〜 24 60,000円 30,000円
レクチャールーム ハーフ 研修⽤⻑机 6、椅⼦ 12 34㎡ 〜 12 40,000円 20,000円
スペシャルルーム ダイニングテーブル 1、椅⼦ 8 19㎡ 〜 8 20,000円 10,000円
厨房 厨房設備、調理道具＆⾷器⼀式 29㎡ 事前相談 40,000円 20,000円
ホール テーブル 5、椅⼦ 24 61㎡ 事前相談 30,000円 15,000円

サービス補助要員1名 ホールの配膳や⾷器等の洗い物
を補助します 事前相談 5,000円/時間

オプション設備
ワイヤレスマイク 2、スピー
カー 2、プロジェクター 1、ス
クリーン 1、ホワイトボード 3

ー ー 12,000円 6,000円

⼀棟全て貸切り
全て貸切り 178㎡ 事前相談 140,000円 70,000円
厨房を除く 149㎡ 事前相談 100,000円 50,000円

1.教育関係者・学⽣・⾷アカご紹介：上記料⾦の30%割引 2. 豊島島⺠ご紹介：上記料⾦の50%割引 3. 9名様以上の団体さまが宿泊される場合：上記料⾦の10%割引
＊深夜（22時以降）に貸しスペースをご利⽤される場合は別途深夜料⾦を追加でいただきます。

館内 ●wi-fi完備 ●全館禁煙 ●ペット等不可 ●ガーデン ●ホール ●ショップ ●駐⾞場（電気⾃動⾞⽤の充電設備）
（エスポワールイン）●プリンター ●ランドリー ●飲料⾃動販売機

その他 ●電⼦レンジ ●オーブントースター ●⾷器 ●カトラリー

＊エスポワールセンターのホールやショップは、通常は⼀般のお客さまとの共有スペースです。

■館内/客室設備/アメニティ
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法⼈概要 施設概要

団体名称 ⼀般社団法⼈⾷で未来を創るアカデミー

所在地 〒700-0028 岡⼭県岡⼭市北区絵図町9-40

代表理事 福武美津⼦

設⽴ 2020年2⽉5⽇

URL https://shokuaca.or.jp

想い

「⾷を⽀える⼈たち」の⼈⽣を充実させること。
「⾷を⽀える⼈たち」とともに未来を描くこと。
「⾷を⽀える⼈たち」の相互作⽤が強まり、次世代へとつながる
こと。
これらの実現に向けて活動している団体です。

施設名称 豊島エスポワールパーク（Teshima Espoir Park）

所在地 〒761-4661⾹川県⼩⾖郡⼟庄町豊島家浦514

敷地⾯積 2,278.91㎡

建築⾯積 729.87㎡

延床⾯積 751.61㎡

建物 エスポワールイン(2階)/エスポワールセンター(1階)/回廊棟(1階)

アクセス 家浦港より徒歩15分

URL https://teshimaespo.com

開業⽇ 2022年9⽉29⽇

設計・デザイン 株式会社和⽥デザイン事務所 http://slow-home.jp

運営受託 株式会社イルグラーノ https://il-grano.jp

館⻑ 三好洋⼦

運営責任者 堤雅之

未来への希望が溢れる場を創りたい
未来が希望に満ちたものであって欲しい。
私たち「⾷で未来を創るアカデミー」は、その想いを込めた特別な場所をオープン
いたしました。
⾃然豊かな⽇本の原⾵景を残しながら、世界とつながるアートが点在する特別な場
所「豊島」。
この場所を訪れてくださる全ての⽅がそれぞれの希望と未来を交わす場所として、
2020年9⽉、豊島エスポワールパークをスタートしました。

代表理事（理事⻑） 福武美津⼦
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アクセス
●岡⼭⽅⾯から
岡⼭駅からJRまたはバスで約1時間「宇野駅」
「宇野港」で下⾞。
→宇野港から旅客船で約25分またはフェリー
で約40分「家浦港」で下船。
→「家浦港」から徒歩約15分。

●⾹川⽅⾯から
⾼松駅から徒歩約5分「⾼松港」へ。
→⾼松港から旅客船約30~50分「家浦港」下船。
→家浦港から徒歩約15分。

または
⾼松駅から徒歩約5分「⾼松港」へ。
→⾼松港から旅客船約30分、フェリー約1時間
で「宮浦港（直島）」下船。
→宮浦港から旅客船約20分「家浦港」下船。
→家浦港から徒歩約15分。

＊ゴールデンウィークやお盆、年末年始など通
常期以外の期間は運⾏状況が異なることがあり
ます。
最新情報は各交通機関のホームページをご覧く
ださい。

＜参考HP＞
https://teshima-navi.jp/access/
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