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春の箱根で一の湯をもっと上手に楽しもう！

2011春号

春のおすすめピックアップ施設
「姥子温泉芦ノ湖一の湯」

大好評の
一の湯通販
お取り寄せ人気商品を

一挙公開！

無料



箱根を代表する景勝地、芦ノ湖。
その周辺には遊覧船やロープウェ
イ等数々の観光施設が並び、多く
の人で賑わっています。そんな芦
ノ湖の湖畔にひっそりとその名を
光らせる名湯「姥子温泉」はあり
ます。「姥子温泉」とはその昔、金
太郎が姥のもと目の治療をした事
で知られ、眼病に効くと親しまれて
きました。箱根街道から離れた場
所に位置するため箱根七湯の1
つにこそ数えられていませんが、
質の良さは温泉マニアの間でも定
評があり、箱根でもまさに秘湯的

存在の湯と言えるでしょう。
一の湯の中でそんな姥子温泉を
楽しめる宿が今回紹介する「芦ノ
湖一の湯」。湖畔に程よくマッチす
るロッジ風の外観は森の中の別荘
を訪れたようなそんな非日常感を
味わえます。
また、ここでは過剰なサービスはな
く、誰にも気負いすることなく自分
だけの旅の時間を満喫することが
可能。木々が立ち並び自然の恵を
たっぷりと受けたまさに“癒しの
地”に佇むその宿は、自然と見事
に調和した至福の時間を育みま
す。気の向くままにのんびり湖畔を
散策したり、アクティブに自然を体
感したり、その合間には極上の湯

を心ゆくまで味わったり、自分なり
の過ごし方を見つける楽しみを与え
てくれる所です。

姥子温泉 芦ノ湖一の湯
『箱根の秘湯で癒す心身、そして味わう自分時間。』

『天国のような湯の感触を
自然とともに心ゆくまで』

今春の
PICK
UP
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“のんびりゆっくり寛ぎたい”宿はそんな願い
を叶える場所であってほしいのは誰でも思
うことでしょう。ここ「芦ノ湖一の湯」では自
然の中で過ごす安らぎと名湯につかる癒し
を通してそんな願いを叶えてくれます。
お部屋もリニューアルした和室ツインをはじ
めとし、落ち着きある大人の空間を提供。レ
ストランでは大きな窓から高原風景が眺め
られ、さり気なく設けられた暖炉のインテリア
もリゾート感を盛り上げます。また、お風呂は
かけ流しで楽しめる大浴場と、夜間無料で
貸切できる露天風呂があり、名湯姥子温泉
を心ゆくまで堪能できます。そんな心と体を
ゆっくり休める静養の時間、これが芦ノ湖一
の湯で味わう宿の醍醐味です。

2011年1月、15客室を
完全リニューアル！

『湖畔の森のリゾートで、
静養という名の贅沢を。』

住所／神奈川県足柄下郡
　　　箱根町元箱根160-51
TEL／0460-84-5331
チェックイン 15:00～22:00
チェックアウト 10:00

富士山を望む景勝地として名高い芦ノ湖では、その周囲を取り囲む様に様々
な観光スポットが点在。自然が豊富なエリアだけにバーベキューやサイクリン
グなどのアウトドアレジャーも楽しめます。

湖をとり囲むレジャースポットが目白押し！

上左：箱根神社／
上中：大涌谷／上
右：芦ノ湖パノラマ
パーク／下左：芦ノ
湖遊覧船／下中：成
川美術館

芦ノ湖一の湯を満喫する周辺施設スポット

一の湯今季おすすめピックアップ施設

リニューアルを記念し、お得で
うれしい特別プランを作りました。
詳しくは次ページへ→

★
ホテルジャパン
箱根

箱根レイク
ホテル

ガソリン
スタンド

箱根観光船
桃源台港

ダイヤモンド
ドギーズ
パーク箱根

箱根町総合
体育館

芦ノ湖

箱根
ロー
プウ
ェイ

R735

R75

桃
源
台
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2011年1月、芦ノ湖一の湯では15の
客室を完全リニューアル。バス・トイレ
が完備された従来の洋室に加え、足
を伸ばしてリラックスできる寛ぎ畳ス
ペースを設けました。高級感漂う和
モダンのデザインは若者からお年寄
りまで年齢を問わず親しめる落ち着
いた雰囲気を演出。インテリアや照
明にもこだわり、森の中という周囲の
環境にもふさわしい“お部屋でのリ
ラックス時間”を満喫できる空間と

なっています。
泉質の良い事で知られる姥子温泉
が楽しめる有数の宿としても「名湯
に浸った後は、この部屋でゆっくりと
そのお湯の余韻に浸る幸せを感じ
てもらいたい」そんな宿の想いが込
められています。そしてたくさんのお
客様にこの幸せを、ということでこの
度「芦ノ湖一の湯リニューアル記念
特別プラン」をご用意。春の訪れとと
もに、華やかな情景を作り出す芦ノ
湖周辺の自然と名湯姥子温泉を、お
気軽にそしてじっくりと心ゆくまでご
堪能ください。

姥子温泉 芦ノ湖一の湯 客室リニューアル記念！
『自然と名湯を楽しむ、和室ツイン特価プラン！』

『くつろぎの空間でお湯の
余韻に浸る幸せを』

おすすめ
PICK
UP01

・禁煙のお部屋となります。
 トイレ等を含め喫煙はご遠慮ください。
・ベット（2台）3名利用時は1名布団
・トイレ、ユニットバス付
・テレビ、冷蔵庫、小型金庫、電気ポット
（一部、布団敷きはセルフ式となります。）

【和室ツイン】

※期間：2011年4月1日～9月30日（平日限定）※7/24～8/26を除く

1泊2食付お一人様6,300円（平日限定）
※2名様以上1室ご利用
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料理はヘルシーで体に優しいのが
一の湯流。いわゆるありがちな定番
の旅館料理にとらわれることなく、一
の湯ならではのオリジナル創作和食
コースがテーブルに並びます。グルメ

プランとして標準プランの献立に加
え、一の湯名物お造り盛合せが付く
コースもご用意。もちろんオプションで
注文できる１品メニューも取り揃えて
います。また、4月14日から春夏の新

メニューが登場。旬の食材をふんだ
んに取り入れ、丹誠込めた料理の
数 を々どうぞお楽しみください。

一の湯の料理、今春の新メニュー登場！
『オリジナリティが生み出すやさしい味わいの数々』

おすすめ
PICK
UP02

一の湯おすすめ情報

大人気の定番メニュー。そのまま
でも飲みやすく美味しい豆乳を使
用することが、まろやかで濃厚な
味わいの秘密です。

※料理は季節によって変更する場合があります。
　ご了承ください。

名物  一の湯豆腐

オリジナル味噌の香ばしさと豚肉がマッ
チした料理長自信の逸品。ご飯やお酒
にもぴったり!!豚肉は、疲労回復に効果
的なビタミンＢ1が豊富です。

一の湯特製  漬け豚の杉板焼き

駿河湾名産の桜海老をサクサクに揚げ、
アボガドやハーブと共に、わさび風味のサ
ラダ仕立てに致しました。

桜海老とアボカドのハーブサラダ

フランスでは良質の白身魚として珍重される「的鯛」を揚
げたてサクサクでお届け致します。ちょっぴりエスニックな
オリジナルの香り塩で、さっぱりとお召し上がり下さいませ。

■本日の小鉢　■名物 一の湯豆腐　■桜海老とアボガド

のハーブサラダ　■季節の和え物　■彩り野菜と湯葉の

セイロ蒸し　■一の湯特製 漬け豚の杉板焼き　■的鯛の

磯辺揚げ　■野菜のスープ　■八穀ご飯と味噌たくあん

■氷菓子

的鯛の磯辺揚げ　～レモンと香り塩添え～

香ばしいオリジナル胡麻味噌タレに、かつ
お醤油を加えたソースで、"やさい"の美味し
さを満喫して下さい。じゃがいもの原種とも
言われているアンデスポテトは、他のジャガ
イモに比べて糖分が少なく、畑のリンゴと言
われる程、ビタミンB1,B6, Cが豊富です。

彩り野菜と湯葉のセイロ蒸し

【コース概要】金目鯛や伊勢エビ付きプランもご用意しております。
焼きたての干物がうれしい
バランスのとれた和食膳【朝食】
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一の湯の宿泊（1泊2食付）と箱根湖畔ゴルフコースの
利用をセットにしたお得なプランです。
箱根の湯と美味を堪能して、お泊まりでゆったりゴルフは
いかがでしょうか？箱根湖畔

ゴルフコースプラン

仙石原 はたご一の湯

箱根町仙石原817-211　☎0460-84-5625

STAY

箱根町仙石原940-2　☎0460-85-2244

仙石原 
品の木一の湯本棟

STAY姥子温泉 
芦ノ湖一の湯

箱根町元箱根160-51　☎0460-84-5331

STAY

富士箱根伊豆国立公園・芦ノ湖を眼前に望む美しい丘陵コース。
日常の喧噪を忘れ、静かにゆったりと極上のリゾートゴルフをお楽しみください。芦ノ湖のほとりに広がるリゾートフルな18ホール

仙 石 原 　はたご一の湯

姥子温泉　芦ノ湖一の湯

仙 石 原 　品の木一の湯 本棟

1室3名以上一般和室

1室2名以上一般和室

1室4名露天風呂付客室

￥17,500

￥19,800

￥18,500

￥21,000

￥23,300

￥22,000

4/1～7/31

4/1～7/31

4/1～7/31

施 設 名 セ ル フ キャディー 条 件期間（2011年度）

※土曜日・5/1～5/4を除く
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一の湯グループの中で最も新しい宿、仙石原品の木一の湯。
多くの方々にご愛顧いただき、オープンから5年を迎えることができました。
その5周年の記念と皆様に感謝の意を込めて特別プランをご用意。
いつもより更にお得に楽しめるこの機会に是非ご来館ください。

一の湯お得プラン

品の木一の湯本棟
開館5周年記念プラン！

07一の湯BOOK

一　　般

一　　般

喧噪を離れ、自然の中で過ごす贅沢なひととき
箱根の入口、仙石原の閑静な別荘地に立つ
「仙石原品の木一の湯」。お部屋もシンプルで
落ち着いたデザインに加えゆったりとしたつくりと
なっており、タイプも露天付やファミリー・大人数
向け、和室、洋室とバリエーションが豊富。そして
温泉は硫黄泉とアルカリ単純泉という2種類の
異なる泉質が楽しめるのが特徴的。さらには温
浴効果を高める麦飯石の浴槽を使った浴場もあ
ります。また、ここでのおすすめはエステ。美肌だ
けでなくリンパの流れを良くする手法で内側から
の美しさをサポート。温泉とのW効果をぜひ実感
してみてください。

品の木本棟5周年
※2011年7月1日～2011年7月15日限定
9,450円（

税
込
）

露天風呂付客室
（1泊2食付）
さらに金目の煮付けサービス



一の湯をもっと身近にご利用できる、通信販売。
ここでしか手に入らない選りすぐりの人気商品をご紹介！

普段なかなか言えない「ありがとう」の気持ちを、
思い出に残る旅のギフトに込めて送りませんか？

母の日ギフト（品の木一の湯本棟）・父の日ギフト（塔ノ沢一の湯新館）内容詳細

＜お申し込み方法＞お申し込みは簡単！ 付属のお申し込み用紙に必要事項をご記入の上、右記番号までFAX送信。FAX:0460-85-5335

＜特定商取引に基づく表示＞
［販売業者］株式会社一の湯
［所在地］神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90
［電話］0460-85-6655
［商品価格以外の必要料金］代引き手数料（1万円以下315円）・振込み手数料・送料
［返品について］商品性質上、返品交換はご容赦下さい。
［お引き渡し期限］受注後7日以内（振込み精算の場合、入金確認後）

●母の日ギフト

仙石原 品の木一の湯本棟

足柄下郡箱根町仙石原940-2
チェックイン/15:00～22:00
（夕食付宿泊の場合は18:00） 
チェックアウト/10:00

（使用期限は無期限です）

一の湯

通販

仙石原の静かな別荘地に佇む宿。こ
こでは２種類の異なる泉質の温泉を
楽しめます。オールハンドによる評判
のエステもあり、アロマエステやコラー
ゲンエステなど様々なコースをご用意
（有料）。いつも美しくいてもらいたい
お母様におすすめの宿です。

愛情深く心やさしいお母様に
は、女性ならではの嬉しい体験
ができる施設をご用意しました。

【販売期間】2011年4月1日（金）～2011年5月4日（水）

■露天風呂付客室 ペア宿泊券（2名様） 
20,000円（お一人様当たり 10,000円・入湯税込み）

36,000円（お一人様当たり 9,000円・入湯税込み）
ご夫婦で、またはご家族で、日頃の感謝をこめて心に残る旅の思い出をご一緒に・・・・。

■露天風呂付客室 ペア宿泊券×2（4名様）

●父の日ギフト

塔ノ沢一の湯新館

足柄下郡箱根町塔ノ沢54-1
チェックイン：15:00～22:00
（夕食付宿泊の場合は18:00） 
チェックアウト：10:00

塔の峰を望む緑に囲まれた閑静な高
台にある宿。見渡す景色は開放感に
溢れ、ストレス発散間違い無し。お部
屋の露天風呂ではそんな景観を眺め
ながら源泉かけ流しの湯をゆっくりと
堪能。たまには力を抜いて、リフレッシ
ュしてほしいお父様におすすめです。

家族を支える大黒柱のお父様
には、ダイナミックな自然を満喫
できる施設をご用意しました。

【販売期間】2011年4月1日（金）～2011年6月15日（水）
（使用期限は無期限です）

※一の湯指定の平日料金適用日にご利用いただけます。
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大好評の一の湯通販！ お取り寄せ人気商品をご紹介！！

一の湯をもっと身近にご利用できる、通信販売。
ここでしか手に入らない選りすぐりの人気商品をご紹介！

＜お申し込み方法＞お申し込みは簡単！ 付属のお申し込み用紙に必要事項をご記入の上、右記番号までFAX送信。FAX:0460-85-5335

＜お支払い方法＞
■FAXにてお申し込みのお客様
［支払方法］代金引換または、事前振込みにてお支払いください。
［※払込先］さがみ信用金庫湯本支店
　　　　 普通預金口座0824148
             口座名：カ）イチノユ
■WEBサイトにてお申し込みのお客様
［支払い方法］クレジット決済

＜送料＞
※宿泊券の送料は無料です。
関東・東海・北信越・南東北 500円
関西・北東北 600円
四国・中国 700円
北海道・九州 900円
沖縄県および離島は別途お問合わせ下さい。

一の湯ならではの自慢の味をご家庭で楽しめる。
当お取り寄せ内で大人気の
オリジナル商品をピックアップ！
●一の湯特製　胡麻味噌だれ

■品名：一の湯特製　胡麻味噌だれ
■原材料名：味噌、ごま、植物油、米発酵調味料、砂糖、食塩、
　にんにく、ソルビトール、（原材料の一部に大豆を含む）
■発送形態：常温通常便にてお届けします。
■保存方法：冷蔵　■賞味期限：2ヶ月以上（未開栓）
■内容量：300ml×2本　■価格：¥1,260円（税込）
※同一住所に5000円以上の場合送料無料

数ある中から厳選された胡麻と味噌を使用していま
す。香ばしい炒り胡麻の風味は一度食べたら病み付
きになる美味しさです。使い方も様々で料理に合わせ
ていろいろな味を楽しめます。

●一の湯特製　味噌漬け豚

■品名：一の湯特製　味噌漬け豚
■発送形態：チルド便にてお届けします。
■保存方法：冷凍　■賞味期限：6ヶ月（解凍後5日）
■内容量：110g×5枚 又は 110g×10枚、
■価格：［5枚セット］¥2,500（税込）
　　　 ［10枚セット］¥4,800（税・送料込）
※同一住所に5000円以上の場合送料無料

厳選された豚肉を一の湯特製味噌で漬け込みまし
た。全店同一メニューで豚肉を扱ってきた一の湯なら
ではの価格と味に自信の一品です。おつまみとしてお
酒のお供にも是非どうぞ。

一の湯ショッピングサイトも好評！
寛七商店

http://www.ichinoyu.co.jp/shopping/
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一の湯友の会メンバーズカード

会員募集中

入会特典

!

!

!

!

年会費無料
発券費用300円（消費税込）

メンバーズカード発券のお客様にレストラン・売店でご利用いただける500円の館内利用券プレゼント!!
※下記シルバーサービスとの併用不可

その1 宿泊代金5％割引（他の割引、プランとの併用はできません）
その2日帰り入浴料全店　600円　300円

（本館・新館・はたご・芦ノ湖・品の木）

その3
シルバーサービス65歳以上の

ご宿泊会員様に1,000円の館内利用券
プレゼント。

その4提携施設の特別価格でご利用いただけます。

大
人

小
人

一の湯のインターネット友の会にあわせて入会すると、会員専用プランや、
一の湯グループの宿の優先予約など、お得がいっぱい!!

一の湯インターネット
友の会へ入会しよう
一の湯友の会は入会金・年会費一切無料！会員になると
一の湯グループの宿の優先予約や新店舗プレオープンに抽選でご招待!
ほかにも楽しいイベントも開催していきます。ぜひご入会下さい。

パソコン、携帯電話から宿泊予約！

インターネット予約24時間受付
お得情報

いっぱい
の

メールマ
ガジンが

お手元に
！
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一の湯をもっと楽しむ為のお得なアイテム

箱根芦ノ湖遊覧船

移りゆく芦ノ湖周辺の絶景を楽しむ

レジャー

!新規提携施設のご紹介

!
!

他にもお得に使える提携ショップがいっぱい
既存提携ショップ23施設をご紹介

ご利用いただいたお客様に
ワンドリンクサービス！

メンバ
ー

特典

Albergo bamboo（アルベルゴバンブー）
地産の食材・シェフの腕・もてなしの心から造り出される「最幸」という名のひととき
「人が集い楽しい時間を過ごせる"
家”を造りたい。まるで映画のワン
シーンのような…」そんなオーナー
の思いから生まれた白亜の洋館
"Albergo bamboo"は瓦から敷石
に至までオーナー自らイタリアで厳
選してきたものを使用しているのだ
とか。この洗礼された空間で頂くの
は、山と海に囲まれた箱根という
土地がもたらす新鮮な食材とイタ
リアから取り寄せる素材に、本場
三ツ星レストランで修行を積んだ
シェフの腕が織りなす繊細で絶品

イタリアン。四季折々の香りと共
に、至福とも呼べる空間と味を堪
能してみてはいかがでしょう。

優雅な白亜の洋館で極上イタリアンに酔いしれる

住所／足柄下郡箱根町仙石原984-4
tel／0460-84-3311
定休日／火曜
営業時間／11:30～20:30（L.O）

「双胴船」は、わが国初めて芦ノ湖に就航した優れた安定性
と船体2隻分に広さを持つ遊覧船です。展望甲板からは360
度の眺望がお楽しみいただけます。

箱根小涌園ユネッサン

家族にうれしい！1日遊べる温泉リゾート

神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
?.0460-82-4126
xユネッサン・湯～とぴあ：9:00～19:00（3月～10月）
9:00～18:00（11月～2月）、森の湯：11:00～20:00

レジャー

温泉を用いたテーマパークです。老若男女問わず温泉
を楽しむことができます。

お店によって特典が様々。気になるお店の特典は要チェック！

グルメ

ユネッサン（水着ゾーン）
大人1,800円  子供1,300円オフ期基本料金

大人2,600円  子供1,300円オン期基本料金

大人1,600円  子供1,000円メンバー価格［全日］

森の湯（裸ゾーン）
大人1,000円  子供   700円オフ期基本料金

大人1,400円  子供   700円オン期基本料金

大人   800円  子供   500円メンバー価格［全日］

パスポート入場（ユネッサン＆森の湯）
大人2,600円  子供1,800円オフ期基本料金
大人3,600円  子供1,800円オン期基本料金

大人2,400円  子供1,200円メンバー価格［全日］

メンバ
ー

特典

メンバ
ー

特典

※オフ:平日　オン:土、日、祝、特定日※特定日:1/3～1/7、
3/19～4/1、4/29～5/5、7/19～8/30、12/26～12/30※
大人は中学生以上、小人は3歳～小学生

芦ノ湖めぐり遊覧船
960円 870円
480円 440円

箱根関所跡地

元箱根港

箱根園港

湖尻港

250円 230円
130円 120円
730円 660円
370円 340円
970円 880円
490円 450円

730円 660円
370円 340円
970円 880円
490円 450円

730円 660円
370円 340円

※上段は大人1
名様の運賃下段
は子供1名様の
運賃※濃霧や強
風などの天候不
順の場合、運航を
中止または運航
ダイヤを版変更す
る場合があります
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京都瓢亭仕込みの味と鯛ごはんのコラボレーション
を、箱根の自然の中でごゆっくりとお楽しみください。
神奈川県足柄下群箱根町塔ノ沢84　?.0460-85-8878
v水曜　x昼11:30～15:00（L.O） 夜17:30～19:30（L.O）
※平日は昼のみ、夜席は金・土・日のみ

鯛ごはん懐石 瓔珞

メンバ
ー

特典
オリジナル鯛の
箸置き1個プレゼント

グルメ

箱根細工の専門店で、箱根細工は一品細工も
あり。古陶器は安くて使いやすい物あり。

神奈川県足柄下群箱根町宮ノ下187
?.0460-82-3238　v木曜　x9:00～18:00

山谷商店

メンバ
ー

特典
3,000円以上のお買い上げで

根付プレゼント

ショッピング

店主は担々麺の名店「四川」（上大井）出身。とろみ
のある担々麺の辛さは4段階基本だが、50番まで可
能。営業時間の途中休憩がなく旅先の食事に便利。
神奈川県足柄下群箱根町仙石原23-1
?.0460-83-8600　x11:00～21:00

麺や菊壱

メンバ
ー

特典
食事注文の方にソフトドリンクサービス
（オレンジ・コーラ・ウーロン茶）

グルメ

仙石原のススキを眺め手作り料理とコーヒーを。
車好きのオーナー営むアルファロメオ公認カフェ。
神奈川県足柄下群箱根町仙石原817-416 ?.0460-84-4433
v月、第3火（11～4月は月、第1・3火）x10:00～16:00（11～4月は11:00～）、
18:00～21:00（11～4月は～20:00）※要予約、日曜のみ7:30～16:00（11～4月は8:30～）

カフェ・ジュリア

メンバ
ー

特典
ソフトクリーム各種
370円 200円

グルメ

神奈川県足柄下群箱根町仙石原小塚山1285
?.0460-84-2111 v無休 x9:00～17:00(最終入館16:30)

光溢れるガラス張り建築の中で芸術作品を堪能できま
す。収蔵品は、印象派やエコール・ド・パリなどの西洋絵
画、日本の洋画、日本画、ガラス工芸東洋陶磁など。

ポーラ美術館

メンバ
ー

特典
通常価格
1,800円

会員価格
1,600円

ミュージアム

外車で優雅にドライブ旅を！ミニクーパーやビート
ル、BMWZ4など人気の車種が勢揃い！会員性で
はないので気軽にレンタル可能です。
神奈川県足柄足柄下郡箱根町湯本385-4 
?.0460-86-4480／0120-846-625  v無休  x8:30～19:00

プレミアムレンタカー

メンバ
ー

特典

レジャー

レンタカー全車基本レンタル料

5％OFF

昔懐かしい田舎料理・家庭料理の味です。ボ
リュームたっぷりの家庭料理で、心休まるひと時を
お過ごしください。
神奈川県足柄下群箱根町仙石原75 ?.0460-84-5585
x11:30～14:00（昼ランチ）17：30～20：00（夜ディナー）

めし処 いなか家 大地

メンバ
ー

特典

グルメ

小さいお子様からお年寄りまで幅広い
お食事がありますので気軽にメンバー
ズカードをお出しください。100円引。

古き良き和のモダン雑貨を取り揃えたお店。四季折々のか
わいらしい雑貨が訪れる者を幸せな気分にさせてくれます。
足柄下郡箱根町湯本694
?.0460-85-5798  v水曜（祝日の際は翌日）　
x（12月～2月）10:00～17:00（3月～11月）～18:00

季節の雑貨 折折（オリオリ）

メンバ
ー

特典
2,000円以上お買い上げのお客様に

ショッピング

季節の果物を使った愛らしいスイーツ。箱根でも数少な
いカフェスペースを有する洋菓子店。女性パティシエな
らではの感性が活きた可愛らしいスイーツが楽しめます。

ラッキィズ カフェ グルメ

かけうどん、かけそば400円～　
人気の唐揚げ定食800円

神奈川県足柄下群箱根町仙石原151 ?.0460-84-8140
x（昼ランチ）12:00～14:00　（夜）17:00～19:00

和洋亭

メンバ
ー

特典

グルメ

お食事全品100円引き

箱根初のカレー専門店です。耐熱容器を使用し
たアツアツでスパイシーなカレーと紫黒米入りの
ヘルシーなご飯の相性が抜群です！
神奈川県足柄下群箱根町湯本206 HOT小川ビル1F ?.0460-85-8556
x11:30～14:00（昼ランチ）17：30～21：30（夜ディナー）

箱根かれー心

メンバ
ー

特典 1,080円 880円

グルメ

“心”（cocoro）カレー

ルネ・ラリックの生涯にわたる作品を展示。敷地には
カジュアルなフレンチを楽しめるレストランや国内外
の生活雑貨をお買い求めいただけるショップも。

箱根ラリック美術館

メンバ
ー

特典
通常価格
1,500円

会員価格
1,300円

ミュージアム

神奈川県足柄下群箱根町仙石原186-1
?.0460-84-2255 v無休 x9:00～17:00(最終入館16:30)

名作『星の王子さま』とその作者サン＝テグジュペリを紹介す
るミュージアム。09年7月にリニューアル・オープンし、四季に
応じて美しく咲き誇る4つのヨーロピアン・ガーデンが誕生。

星の王子さまミュージアム

メンバ
ー

特典
通常価格
1,500円

会員価格
1,300円

ミュージアム

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原909
?.0460-86-3700 v無休 
x9:00～18:00（最終入館17：00） 

布小物プレゼント！

足柄下郡箱根町湯本あじさい橋
?.090-3930-1895　v雨天　x9:00～日没

人力車で楽しむ風情ある湯本観光。湯本の良いところ
を再発見する新しいスタイルの旅は忘れられない思い
出になること間違い無し！

人力車 海風屋（ウミカゼヤ）

メンバ
ー

特典

レジャー

3,000円　2,600円
6,000円　5,200円
8,000円　7,000円

全て2名乗車1台分の料金
早川コース/20分
湯場コース/40分
玉簾コース/60分

※季節により
　異なります。

メンバ
ー

特典
1,000円以上お買い上げのお客様に
焼菓子プレゼント！

足柄下郡箱根町仙石原372-1?.0460-84-4480
v火曜　x10:00～18:00 （喫茶はL.O.17:30）

〈一の湯友の会メンバーズカード提携施設一覧〉
箱根にはグルメやレジャーや美術館など、食べて遊べて学べる楽しいスポットが盛りだくさん！せっかく　　箱根のおすすめスポットに行くなら、この一の湯カードでもっと素敵に賢く楽しみましょう。
このカードがあれば各提携ショップでお得で嬉しい様々な特典が受けられます。そんな旅をもっと　　もっと素敵アレンジする提携ショップ2 4店舗をご紹介。
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一の湯をもっと楽しむ為のお得なアイテム

芦の湖畔の樹木や草花類が多く自生する緑豊か
な公園。園内には九頭龍神社もあり、多くの人で
賑わいます。
神奈川県足柄下群箱根町元箱根139
?.0460-83-1151　x9：00～17：00

箱根九頭龍の森

メンバ
ー

特典
500円

入場割引
450円

レジャー

大人

250円 200円子供
（子供　4才～小学生）

箱根寄木細工の販売店。伝統的な寄木からくり
箱の他に、コースター、アクセサリー類など多数の
品物もあります。コースター作り体験は1名様より。
神奈川県足柄下群箱根町畑宿173
?.0460-85-7090　v無休　x9:00～17:00

畑の茶屋

メンバ
ー

特典 700円 600円

ショッピング

寄木細工体験

海抜723m。大海の生きものが集まった、日本で
一番標高の高いところにある海水水族館です。
中央には高さ7mのオープンエアーの大水槽が。
神奈川県足柄下群箱根町元箱根139
?.0460-83-1151　x9:00～17:00

箱根園水族館

メンバ
ー

特典

レジャー

1,300円入場割引 1,000円大人

650円 500円子供

箱根の自然のパノラマが広がる富士芦ノ湖パノ
ラマパークは、ワンちゃんといっしょに入れる
80,000平方メートルの開放感あふれる公園。
神奈川県足柄下群箱根町元箱根138
?.0460-83-1151

富士芦ノ湖パノラマパーク

メンバ
ー

特典

レジャー

500円
入場割引

450円大人

300円 250円子供
（ワンちゃん　300円）

世界一の絶景（芦ノ湖富士）と現代日本画の秀作を常
設展示する美術館。年4回の展示替で四季を堪能。
観賞後は絶景のティーラウンジで至福のひとときを。

箱根・芦ノ湖 成川美術館

メンバ
ー

特典
通常価格
1,200円

会員価格
1,000円

ミュージアム

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根570
?.0460-83-6828 v無休 x9:00～17:00

駒ヶ岳ロープウェーは、全長1,800mを7分で登り、
山頂からの展望は富士山・駿河湾・伊豆半島・伊
豆七島・湘南海岸・房総半島までを眺望できます。

箱根駒ヶ岳ロープウェー レジャー

メンバ
ー

特典
1,050円 950円大人（往復）

530円 480円小人（往復）

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138
?.0460-83-6473 x9:10～16:50

富士箱根伊豆国立公園・芦ノ湖を眼前に臨む美
しい丘陵コース。日常の喧騒を忘れ、静かにゆっ
たりと極上のリゾートゴルフをお楽しみください。

箱根湖畔ゴルフコース

メンバ
ー

特典
一の湯に宿泊のゴルフパック（宿泊1泊
2食付＋ゴルフ1ラウンドプレー）がございます。
料金につきましてはお問い合せ下さい。

レジャー

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1242
?.0460-84-4477

箱根にはグルメやレジャーや美術館など、食べて遊べて学べる楽しいスポットが盛りだくさん！せっかく　　箱根のおすすめスポットに行くなら、この一の湯カードでもっと素敵に賢く楽しみましょう。
このカードがあれば各提携ショップでお得で嬉しい様々な特典が受けられます。そんな旅をもっと　　もっと素敵アレンジする提携ショップ2 4店舗をご紹介。
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品の木一の湯　本棟・別邸

強羅一の湯ポーラ美術館
はたご一の湯

大箱根一の湯

姥子温泉芦ノ湖一の湯
小涌園 箱根ユネッサン

箱根九頭龍の森
箱根芦ノ湖遊覧船

富士芦ノ湖パノラマパーク

箱根園水族館

箱根サン=テグジュベリ
星の王子さまミュージアム

めし処 いなか家 大地

ラッキィズ カフェ

カフェジュリア

箱根ラリック美術館 和洋亭
アルベルゴバンブー

麺屋菊壱

箱根湖畔ゴルフコース

成川美術館

仙石高原 
大箱根一の湯

小田原厚木道路・箱根口ICまたは
東名高速御殿場ICより約30分

箱根町仙石原1246-125

STAY

お車：

箱根湯本駅より箱根登山バス桃源
台行き35分、仙石高原下車徒歩
約10分。

電車：

ACCESS

仙石原 
品の木一の湯別邸

STAY仙石原 
品の木一の湯本棟

小田原厚木道路・箱根口ICまたは東名高速御殿場ICより約20分

箱根町仙石原940-2

STAY

お車：

箱根湯本駅より箱根登山バス桃源台行き25分。品の木・箱根ハイランドホテル前
下車徒歩1分。

電車：

ACCESS

姥子温泉 
芦ノ湖一の湯

小田原厚木道路・箱根口ICまたは
東名高速御殿場ICより約40分

箱根町元箱根160-51

STAY

お車：

箱根湯本駅より伊豆箱根バス湖尻
行き約40分、ホテル箱根アカデミ
ー前下車徒歩約4分。

電車：

ACCESS

〈一の湯グループ＆提携ショップ ご利用マップ〉
一の湯グループは箱根に全8施設。皆様に箱根で良い思い出を残していただくため“いい湯、いい味、　 　いい旅をもっと身近に”をモットーにお気軽にご宿泊いただける施設づくりを行っています。
箱根にお越しの際はぜひ一の湯グループの旅館と、その周辺の提携施設にお出かけいただき、　　心に残る良き時間をお過ごし下さい。
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強羅一の湯

山谷商店

季節の雑貨 折折

畑の茶屋

人力車 海風屋

塔ノ沢キャトルセゾン

塔ノ沢一の湯本館

塔ノ沢一の湯新館

箱根かれー 心

鯛ごはん懐石 瓔珞

プレミアムレンタカー

仙石原 はたご一の湯

小田原厚木道路・箱根口ICまたは
東名高速御殿場ICより約25分

箱根町仙石原817-211

STAY

お車：

箱根湯本駅より箱根登山バス桃源
台行き30分、仙石案内所前下車
徒歩約10分。

電車：

ACCESS

塔ノ沢 一の湯新館

小田原厚木道路・箱根口ICより約
6分（箱根ベゴニア園横）。

箱根町塔ノ沢54-1

STAY

お車：

塔ノ沢駅より徒歩8分（急坂あり）。
箱根湯本駅よりタクシー3分。

電車：

ACCESS

塔ノ沢 一の湯本館

小田原厚木道路・箱根口ICより約
6分。玄関横付けOK

箱根町塔ノ沢90

STAY

お車：

箱根湯本駅より旅館組合巡回バス
5分。（路線バスをご利用の場合、
上塔ノ沢下車徒歩1分。）

電車：

ACCESS

塔ノ沢 キャトルセゾン

小田原厚木道路・箱根口ICより約
6分。

箱根町塔ノ沢120

STAY

お車：

箱根湯本駅より旅館組合巡回バス
5分。（路線バスをご利用の場合、
上塔ノ沢下車徒歩1分。）

電車：

ACCESS

強羅 一の湯

小田原厚木道路・箱根口ICより約
30分

箱根町強羅1320-298

STAY

お車：

箱根登山鉄道強羅駅下車徒歩約
15分。

電車：

ACCESS

一の湯グループは合計8施設、
箱根の様々なエリアに展開し
ています。幅広い世代、ニー
ズに対応できるようその土地
ごとの特色を生かし、バリエー
ション豊かな施設・プランをご
提供しています。おもてなしの
クオリティとコストパフォーマン
スを大切にし、多くのお客様
の箱根旅をよい旅にするお手
伝いをさせていただきたいと考
えております。どうぞお気軽に
お問い合わせくださいませ。

いい旅をもっと気軽に。
あなたの願いが叶う宿。

全体マップ

一の湯グループは箱根に全8施設。皆様に箱根で良い思い出を残していただくため“いい湯、いい味、　 　いい旅をもっと身近に”をモットーにお気軽にご宿泊いただける施設づくりを行っています。
箱根にお越しの際はぜひ一の湯グループの旅館と、その周辺の提携施設にお出かけいただき、　　心に残る良き時間をお過ごし下さい。
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