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強羅に新しい旅スタイルを提案するホテル「箱根 ゆとわ」誕生
2019 年 8 月 11 日（日）開業

2019 年 8 月 11 日（日）
、箱根・強羅に「箱根 ゆとわ」がオープン。
ミレニアル世代（20～30 代前半の若者）やファミリーをメインター
ゲットに、充実したパブリックスペースや、ホテルタイプとコンドミニ
アムの客室を設けた、
「箱根・強羅から始まる新たな旅」をコンセプト
としているリノベーションホテルです。
ぐるりと回遊できる館内には、自家源泉の温泉はもちろんのこと、思
わず写真に撮りたくなるようなスタイリッシュな共有スペースなど、
滞在が楽しくなる仕掛けを随所に用意。気の合う人と「空間」や「体験」
を共有（シェア）することがトレンドのこの世代に向けて、
「日常を離
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れた箱根で、ここでしか味わえない“非日常感”を楽しむ」新しい滞在ス
タイルを提案します。
箱根登山鉄道「強羅駅」から平坦地を徒歩 5 分、車を持たない方にも嬉しい立地の「箱根 ゆとわ」
。
ホテル名「ゆとわ」には、
「湯」をイメージする温もりやゆったりとした佇まいの中、あなた（＝you）
と大切な人を結び、ひと時を過ごす「輪」でありたいという想いが込められています。
ホテルは「東棟」「西棟」と「コンドミニアム棟」の 3 つの建物で構成され、特徴あるパブリック
スペースと客室で 3 つの「新しい旅スタイル」を提案します。
新しい旅スタイル① 誰でも自由に楽しめる「スパラウンジ・ナカニワ」と「ライブラリーラウンジ」、
2 つのパブリックスペースを設けました。
「ナカニワ」はウッドデッキに自家源泉の足湯や焚き火炉を設
え、
「ライブラリー」にはおよそ 700 冊の蔵書があるなど、ラウンジではゲストが集い、お気に入りの
場所でゆったりと時を過ごすことができます。
新しい旅スタイル② 客室は「ホテル」と「コンドミニアム」、違う発想の２タイプを用意。コンドミニ
アムとしては強羅エリア初となる、自家源泉の温泉ビューバスも設置されています。
新しい旅スタイル③ 夕・朝食付きの宿泊プランは、
「オールインクルーシブ」という考え方。レストラン
はもちろん、パブリックスペースの利用やドリンクもフリー。追加料金を気にせず楽しめます。
さらに光の演出がある温泉大浴場や貸切風呂なども。友達や恋人、家族と、好きな場所で、好きなこ
とを。思い思いの過ごし方で楽しめる、 “フリースタイルホテル”です。
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「スパラウンジ・ナカニワ」や「ライブラリーラウンジ」で非日常感を楽しむ
■「スパラウンジ・ナカニワ」（西棟 2 階）
西棟 2 階、大浴場のそばに位置する「スパラウンジ・
ナカニワ」は、仲間同士で会話を楽しんだり、お風呂あが
りにデトックスウォーターを飲みながらくつろいだり。
誰もが自由に使えるスペースです。
「スパラウンジ」から連続して広がるウッドデッキの
「ナカニワ」には、自家源泉を使用した足湯があり、14
人ほど座ることができる大きさ。可動式のオーニングが

スパラウンジ・ナカニワ

ついているので多少の雨でも利用できます。
デッキの中ほどには焚き火炉（ガス式）もあり、夜は炎を眺め
て過ごすことも。座り心地のよいオリジナルチェアや、ブランコ
型スイングチェアもあるお洒落なパブリックスペースで、ここで
しか味わえない非日常の時間が楽しめます。
また、
「スパラウンジ」の一角には、子供が遊べるおもちゃの
あるキッズエリアを設置。マグネット式積み木で壁を飾るなど、

ナカニワの足湯

遊び心のあるスペースになっています。

■「ライブラリーラウンジ」（東棟 2 階）
東棟 2 階の「ライブラリーラウンジ」は、仲間、家族、旅
行者同士など、人と人との交流の「輪」がつながるようにと
いうコンセプトで生まれたスペース。テーブル席、カウンタ
ー席、ソファ席があり、使い方は自由自在。
ライブラリーの本棚には、
「四季」をテーマにおよそ 700
冊の本を所蔵。エッセイ、写真集、絵本など、外国人観光客も含

ライブラリーラウンジ

めてさまざまな人が楽しめるラインナップの本が揃っています。
ライブラリーの本は、施設内であれば持ち出しも可能です。本棚を
大きく円形にくり抜いたスペースは、人気のフォトスポット。本
棚の中に入り込んで本を読んだり、写真を撮り合ったりするのも
なかなかできない体験です。
また、
「レゴ®」や「花札」をモチーフにしたアートが飾られた
スペースには、遊びを通じて「輪」が広がるように、カードゲー

プレイラウンジ

ムや、ジェンガなどのテーブルゲーム、オセロ、ピロスなどのボ
ードゲームを用意した、プレイラウンジもあります。
ドリンクコーナーはフリードリンクなので、コーヒー、紅茶、ウーロン茶、ジュース、炭酸飲料など
のドリンク（約 13 種類）が、利用時間内であれば、好きなときに好きなだけ利用可能。19 時～22 時の
間はアルコール（ウイスキーなどのハードリカー）もフリーで提供します。
【スパラウンジ・ナカニワ、ライブラリーラウンジ 利用時間】○6:00～24:00（夜間消灯）
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2 つのスタイルから選べる客室「ホテルタイプ」と「コンドミニアム」
客室は全部で 72 室あり、
「ホテルタイプ（東棟、西棟）
」と「コンドミニアム」の 2 つのスタイルに
分けられます。それぞれの客室スタイルで、通常の宿泊以上の幅広い“旅先の過ごし方”の提案が用意さ
れています。

■ホテルタイプの「東棟」・「西棟」
「東棟」と「西棟」の客室はホテルタイプで、全 62 室。
「スタンダードツインルーム」を中心に「スーペリアツイ
ンルーム」
、
「アクセシブルルーム」、「セミダブルルーム」
と、広さに応じて設備に違いがある 4 タイプとなっていま
す。
インテリアのコンセプトは、和モダン。畳敷きの部屋は、

スタンダードツインルーム

春～秋をイメージした落ち着いた色調で、シモンズ社製
ベッド、テーブルとソファを配したシンプルな設えになって
います。
部屋着は、チェックイン時にフロントでピックアップ。
女性は 3 種類の浴衣から好みのものを選べます。
部屋からは箱根の山を望めたり、焚き火炉や足湯のある
「ナカニワ」を見渡せたり。部屋の向きによって窓からの
スーペリアツインルーム

景色もさまざまです。

■暮らすように滞在を楽しめる「コンドミニアム」
別荘をシェアする感覚で楽しめるコンドミニアムは、全
10 室。定員 4 名と５名の 4 タイプ（A～D）の部屋があり
ます。
チェックインを済ませたら寄せ木細工のルームキーを受
け取り、コンドミニアム専用の入口から入室。部屋はフロ

コンドミニアム C ルーム

ーリングの床で、木の温もりのあるシンプルモダンな空間
が広がります。開放感のある大きめの窓から望めるのは、緑豊かな強羅の自然。この景色を眺めながら
自家源泉の温泉に浸かれるビューバスが全室に設置され
ています。
広々としたリビングスペースと、IH コンロのついたミニ
キッチンを設え、鍋やフライパンなどの調理器具、電子レ
ンジ、冷蔵庫、食器類も完備。仲間同士や家族で食材やお
つまみを持ち寄って、パーティーを開くこともできます。
東棟３階にあるレストランの利用はもちろんのこと（事前

コンドミニアム パーティーイメージ

予約制）、外の店から出前を取ったり、外食に出かけたり。食事の計画を立てるのも楽しみです。
最大５名まで宿泊可能。ルームチャージなので箱根のホテルの中ではリーズナブルで、暮らすように
旅を楽しむ長期滞在にもぴったりです。
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食事やドリンクは「オールインクルーシブ」で、気軽にステイ
「箱根 ゆとわ」の夕・朝食付きの宿泊プランは、
「オールイン
クルーシブ」スタイル。料金に、パブリックスペースの利用はも
ちろん、レストランやラウンジでのドリンク、貸切風呂なども含
まれているので、滞在中は追加料金なしで気兼ねなく過ごせるの
が特徴です。レストランでの夕食時の飲み物ももちろん飲み放
題。アルコールを含む約 35 種類の中から、好きなものを好きな
だけ楽しめます（90 分制）
。
また、宿泊者ならどなたでもラウンジで用意しているドリンク

ライブラリーラウンジのドリンクコーナー

を自由に飲むことができます。さらに、プライベートに楽しめる
自家源泉の 2 つの貸切風呂も、追加料金なしで利用可能（当日予約制）
。
チェックイン時に会計を済ませたら、あとは財布を気にせずさまざまなサービスを利用できる「オー
ルインクルーシブ」スタイル。リーズナブルで、グループ旅行も割り勘で気軽に楽しめるのが魅力です。
（※リラクゼーションサロンや飲料の自動販売機など、一部別料金の設備もあります。）

■レストラン（東棟 3 階）
高い天井のデザインが、広がりと落ち着きを演出してくれるレ
ストランは東棟 3 階。光の差し込む大きな窓から、夏は有名な明
星ヶ岳の大文字焼き、秋は紅葉の大パノラマを望め、旅の食事を
盛り上げてくれます。

レストラン内観（イメージ）

レストランで提供される夕食は、和食を中心としたハーフブッ
フェ形式。まずテーブルに用意されるのが、彩りも美しい前菜と

レストラン

お造り、大文字の焼き印入りさつま揚げが乗ったメインの大文字
鍋。
このほかに、焼き物や天ぷら、蕎麦やご飯、汁物、香の物、季
節のデザートなどは、ブッフェスタイルで、好きなものを好きな
だけいただけます。天丼のたれやお茶漬けの出汁、薬味もいろい
ろ揃っているので、お好みのアレンジを楽しんで。夕食はアルコ
ールを含むフリードリンク 90 分制で、献立は季節替わりで提供
されます。

和食メインの夕食

朝食は約 30 種の和洋ブッフェスタイルでご用意します。
【レストラン営業時間】
○朝食／7:00～9:00（閉店）
夕食は一部ブッフェ形式（イメージ）

○夕食／17:30～19:30 最終入店（21:00 閉店）

夕食はハーフブッフェ
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光の演出がある大浴場や、季節ごとの替わり湯、貸切風呂も
■温泉大浴場（西棟 2 階）
温泉大浴場は、男性用と女性用が一つずつあります。自家源
泉の温泉は箱根十七湯の一つ、美人の湯で知られる二ノ平温
泉で、肌が滑らかになると評判の泉質、
「ナトリウム-塩化物
泉」です。
女性用大浴場は、天井や壁をくり抜いた大小の窓が、青・緑・
黄の色アクリルでカラフルに演出され、華やかな雰囲気に。
女性用大浴場

マイクロバブルバスとサウナも完備しています。
一方、男性用大浴場は、木目調の天井で、浴槽の縁にはヒノ
キを採用。木の温もりが感じられる、気持ちのよい空間になっ
ています。また、温泉風呂のほかに、しょうぶ湯やゆず湯など
季節の替わり湯が楽しめるお風呂とサウナもあります。

男性用大浴場

■貸切風呂（西棟 3 階）
貸切で利用できる貸切風呂「癒（ゆ）
」と「和（わ）
」の２つは、当日予約
制。
「癒」は花崗岩を使用し、シックで落ち着いた雰囲気。
「和」は、御影石

【立ち寄り湯】

を使用したモダンで軽やかな雰囲気にまとめられています。どちらの浴室

温泉大浴場は日帰り利用も可
○利用時間／
平日 14:00～18:00 最終入館
（19:00 退館）
○利用料金／
お一人様 1,200 円（税込）
（バスタオル・フェイスタオ
ルのレンタル、「スパラウン
ジ」と「ライブラリーラウン
ジ」のフリードリンクコーナー
の利用を含む）
※営業状況によって、予告な
く変更する場合があります。

もカランが２つあり、ゆったり使える広さ。家族やグループで貸し切って、
自家源泉の温泉を楽しめます。
（1 回 45 分制）
【温泉について】
○温泉名／二ノ平温泉
○泉質／ナトリウム-塩化物泉 弱アルカリ性 低張性 高温泉
○源泉温度／約 85.0℃
○備考／循環ろ過式、加水あり
【大浴場の利用時間】13:30～24:00／6:00～9:30
【貸切風呂の利用時間】15:00～24:00／6:00～9:00

■リラクゼーションサロン「湯るりと」（西棟 2 階）
スパラウンジの一角には、
ボディケアや足つぼのトリートメントメニュー
が受けられるリラクゼーションサロンを完備。ベッドを 2 台設け、当日予
約もでき、男女ともに利用可能。お風呂あがりに、リラックスタイムを過
ごすことができます。
（別料金）
【リラクゼーションサロン営業時間】

リラクゼーションサロン「湯るりと」

○15:00～22:00 受付終了（23:00 閉店）
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『箱根 ゆとわ』概要

１．名

称

箱根 ゆとわ（ＨＡＫＯＮＥ ＹＵＴＯＷＡ）

２．運

営

株式会社小田急リゾーツ

３．開

業

2019 年 8 月 11 日（日）

地

〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1300-27

４．所

在

TEL 0460-82-0321（受付時間 10:00～19:00）
５．交

通

【電車】新宿から小田急ロマンスカーで箱根湯本駅下車。
箱根湯本駅から箱根登山鉄道強羅駅下車、徒歩約 5 分。
【車】

６．客

室

ロゴマークは、名称を囲む 3 本の線に
は、ホテルを構成する 3 つの建屋を表
し、線の交わりは、ナカニワや温泉、ラ
ウンジをゆったりと巡るイメージや人々
のつながりを表現しています。

全７２室

小田原厚木道路～箱根口 IC より国道 1 号線経由で約 25 分。
収容人数２３５名

※全室禁煙、Wi-Fi 利用可

■ホテル東棟・西棟（全６２室）・スタンダードツインルーム（約 30 ㎡）

４８室

・トリプルルーム（約 36 ㎡）

１室

・スーペリアツインルーム（約 42～73 ㎡）

７室

・アクセシブルルーム（約 32 ㎡）

１室

・セミダブルルーム（約 16 ㎡）

５室

■コンドミニアム棟（全１０室）・コンドミニアムＡ、Ｂ（定員 4 名、約 48 ㎡）

８室

・コンドミニアムＣ、Ｄ（定員５名、約 59～75 ㎡）２室
（自家源泉を使用した温泉ビューバス付き）
※コンドミニアムの設備・備品／ミニキッチン、IH コンロ、電子レンジ、電気ケトル、
冷蔵庫（空の状態）、コーヒーマシーン、鍋やフライパンなどの調理器具、食器類など
※コンドミニアムの貸し出し備品／ホットプレート、炊飯器、トースター、ブルーレイ
プレーヤー、アイロン＆アイロン台、ズボンプレッサー（ランドリーで洗濯機も利用可能）
☆チェックインタイム

15：00

☆チェックアウトタイム

10：00

７．料 飲 施 設

レストラン（東棟３階）

１３８席

８．温

温泉大浴場（西棟２階）

男性用・女性用共に約 100 ㎡

貸切風呂（西棟３階）

２室（「癒」・「和」各約 25 ㎡）

泉

９．その他の施設

スパラウンジ・ナカニワ（西棟２階）
ライブラリーラウンジ

（東棟２階）

リラクゼーションサロン「湯るりと」（西棟２階）
１０．駐

車

場

１１．HP アドレス

４２台／隔地駐車場（約 150ｍ）
https://www.hakoneyutowa-hotel.jp/

●この資料のお問い合わせは

株式会社小田急エージェンシー

℡ 03-3344-5988 ✉ press@odakyu-ag.co.jp

●お客様からのお問い合わせは

箱根 ゆとわ

℡ 0460-82-0321（受付時間 10:00～18:00）
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