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一の湯をカシコク使おう！！

今がおトク！おすすめプラン紹介。

ICHINO・YU
箱根を満喫するならこれ1冊で大丈夫！！

！この秋、絶対おすすめのスポットはココ
品の木一の湯周辺で

とてもオトクな一の湯友の会メンバーズカード

一の湯カード提携加盟店全店舗紹介。



店舗が建ち並ぶ観光エリア
から少し離れた静かな別荘
地の一角に位置する「品の
木一の湯」。その敷地に隣
接して近年オープンした品
の木別邸。ここには4タイプ
全18室の客室が有り、各部

屋には全て専用の露天風呂
が備え付けられています。中
でも一番グレードの高い客室
「初花」は離れの別棟で、メ
ゾネットタイプ。落ち着きのあ
るプライベート感溢れる空間
は旅の大切な時間をゆっくり

と満喫できます。備え付けの
露天風呂は庭付きで自然を
感じながら好きな時間に好き
なだけ入る事ができ、至福の
時間を味わえます。
1棟貸切スイートルームとなる
この部屋をこの料金で宿泊
できるのは夢のよう。最高の
贅沢をリーズナブルに味わ
う、これはまさに一の湯でし
か実現できないプランです。

品の木一の湯別邸
『豊かな自然に囲まれた、
時を忘れる寛ぎ空間』

仙石原

旅館

品の木一の湯周辺で
この秋絶対おすすめのスポットはココ！
秋の箱根の風物詩と言えばやっぱりススキ。そんな一面黄金色のススキに覆われるススキ草原がある仙石原で、
箱根に来たなら絶対立ち寄りたい素敵なスポットを品の木一の湯とともにご紹介します。

和モダンなつくりでハイセンスな建物が大切な
旅の時間をお洒落に演出。

旬の食材をふんだんに使ったお料理は、ヘルシー
なものが中心。定番のオリジナル料理『一の湯
豆冨』はとても濃厚で味わい深い。オプションで
金目料理や伊勢海老なども味わう事が可能。
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ランドホテル

健康堂
療術医院
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リハビリステーション
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R75

住所／足柄下郡箱根町仙石原940-2
TEL.／0460-85-2244
チェックイン15:00～22:00
チェックアウト10:00
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品の木本棟
『高品質を気軽に手軽に、
客室露天でゆったりと。』

和室をメインとした全22室の
うち19室に客室露天風呂を
完備。また温浴効果を高め
る麦飯石の浴槽を使った大
浴場があり、アルカリ単純泉
と硫黄泉の2種類の温泉を
楽しむ事ができます。そして
女性に一押ししたいのがこ
このエステ。元マッサージ師
だったというエステティシャン
が行う施術は一人一人の状
態に併せて丁寧に行われ、
施術前と施術後では驚く程
の変化を実感する事ができ
ます。さらに驚くのがその値
段（右記参照）。このクオリ
ティでこの値段なら文句無し
です。温泉とエステの相乗
効果で、真の健康を是非こ

こで手に入れてみてはいか
がでしょう。もちろんエステの
みのお客様も大歓迎です。
品の木エステサロン料金（一
例）※その他のメニューはお
問い合わせ下さい。　
40分 4,600円・60分5,800円
リンパトレナージュボディコー
ス100分 9,500円

仙石原交差点の程近くに
ひっそり佇むラーメン屋さん。
実はここの店主はかの有名
な小田原のラーメン屋「四
川」の出身。この店の名物
「担々麺（750円）」は目立っ
た具が無く見た目はとてもシ
ンプルですが、ひとたび食べ
るとその美味しさにハマって
しまう、これはリピーターが多
いのも頷けます。これまでの
担々麺の概念を覆すこの
ラーメンはラーメン好きなら食
べておかなきゃ絶対損！

そしてなんと辛さは1～50番
まで選べるユニークなシステ
ム。（基本的には4番までで
すが・・・）勇気のある方は50
番の超最強激辛ラーメンに
もチャレンジしてみては。

アール・ヌーヴォーとアール・デ
コの時代を駆け抜けた宝飾
とガラス工芸作家、ルネ・ラリッ
ク。この美術館は彼の生涯に
わたる作品、ジュエリー、香水
瓶、花器など選りすぐりの約
230点を厳選して展示してお
り、彼の創作活動の全貌を知

る事ができます。施設内はラ
リックが生涯愛した川や森な
どの自然が豊富で心なで下
ろす癒しの時間を与えてくれ
ます。またレストランやショップ
も充実しており、この素晴らし
い自然を眺めながらアートや
料理に触れる事ができます。

住所／足柄下郡箱根町仙石原940-2
TEL.／0460-85-2244
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.

仙石原

旅館

麺屋菊壱
『辛党の人必見！
これぞ究極のウマ辛ラーメン』

仙石原

箱根ラリック美術館
『美しい自然とアートに触れる、
極上の時間。』

仙石原

美術館

ラーメン

ゆったりしたつくりの客室はのんびり寛ぎの時間を与えます。ゴッドハンドと称されるエステは施
術前と施述語で見違える程の効果を実感。
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住所／足柄下郡箱根町仙石原186-1　TEL.／0460-84-2255
定休日／無休　営業時間／9:00～17:00（最終入館16:30）

住所／足柄下郡箱根町仙石原23-1
TEL.／0460-83-8600
定休日／木曜
営業時間／11:00～21:00
坦々麺 750円
坦々スープチャーハン850円

入館料1,500円（ショッ
プ、レストランの利用は
入場無料）

カード特典アリ
カード特典アリ



箱根ガラスの森美術館
『水の都ヴェネチアと
ガラスが創るきらめきの世界』

15世紀～18世紀のヴェネ
チアングラスを中心に展示
している美術館。雄大な箱
根連山を背景に緑の森に
囲まれた欧風の庭園は異
国情緒が漂い訪れた人々
を夢の世界へと誘います。
そして16万個のクリスタル
ガラスのカーテン「光の回
廊」が太陽の光でこの空間

をキラキラと輝かせる様子
は一見の価値有りです！11
月末までは仙石原の秋の風
物詩であるススキをモチー
フとした約100本の“クリスタ
ル・ガラスのススキ”が庭園
を飾ります。

夫婦で営むこの定食屋は
ジャンルにとらわれることなく
温かい家庭料理が味わえま
す。古民家を自らの手で改
装したというこの店の店内は
どこか懐かしい雰囲気が漂
い、ホッと落ち着ける空間で
す。そして料理はどれもボ
リューム満点。中でも人気メ
ニューのカツ丼（950円）は器
からはみ出んばかりのカツが
豪快に盛られ、その肉の食
感は驚く程柔らかく、口の中

に広がる肉汁の旨味は後を
引く美味しさです。レパート
リーが豊富なのでお子様か
らお年寄りまで楽しめます。

子どもから大人まで愛されて
いる名作『星の王子さま』の
世界とその作家であるサン＝
テグジュペリの生涯をたどっ
たミュージアム。古いフランス
の街並みをイメージした園内
は作者が過ごした部屋など
が再現され、手書きの原稿
や原画などを展示していま

す。またミュージアムショップ
では、日本で唯一『星の王子
さま』グッズをフルラインナップ
で揃えており、星の王子さま
ファンにはたまらない場所と
言えるでしょう。この名作の
世界に触れ、優しさを感じ、
心温まる時間を過ごしてみ
てはいかがでしょう。

住所／足柄下郡箱根町仙石原940-48
TEL.／0460-86-3111
定休日／無休
営業時間／9:00～17:30
　　　　  （最終入館17:00）
入館料1,300円（一般）

仙石原

美術館

いなか家 大地
『ボリューム・味ともに満点の
アットホームな定食屋』

仙石原星の王子さまミュージアム
箱根  サン=テグジュペリ

『世界中で愛されているあの名作の世界へ』

仙石原

美術館
家庭料理

住所／足柄下郡箱根町仙石原909　TEL.／0460-86-3700
定休日／無休　営業時間／9:00～18:00（最終入館17:00）入館料1,500円（一般・当日）

四季折々で様々な表情を見せる自然と、きらびやかなガラス作品の融合が美しい。ミュージアム
ショップでは世界各国のアーティスティックなガラス製品約10万点が揃っています。
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住所／足柄下郡箱根町仙石原75
TEL.／0460-84-5585
定休日／木曜
営業時間／11:30～14:00、17:30～20:00
かつ丼950円
大地御膳1,500円

カード特典アリ

カード特典アリ

カード特典アリ



ラッキィズ・カフェ
『愛くるしい
カントリー雑貨とケーキのお店』

いつも観光客だけでなく地
元の方で賑わうオシャレなカ
フェ。店内に入るとかわいら
しいカントリー雑貨と旬のフ
ルーツを使った色とりどりの
ケーキや焼き菓子が勢揃
い。女性パティシエがつくる
これらのスイーツはどれも繊
細で愛らしいデザイン。旬の
素材の味を活かしたケーキ
は甘過ぎないさっぱりとした
味わいが人気です。これか

らの季節のおすすめは、「フ
ランボアーズ（340円）」と「マ
ロンパイ（250円）」。天気の
良い日にテラス席で過ごす
ひとときも格別です。

観光中心地の路地裏にひっ
そり佇むここは地元の人に
愛される隠れ家店。ここの
一押しはビーフシチュー。と
ろける肉の食感と濃厚なデ
ミグラスソースが食欲をそそ
ります。さらに野菜をこさず
に使うため、栄養分も豊富。
そして地元の方にも絶大な
る人気を誇るのがここの隠
れたメニューのバターロール
（1個80円）。毎日40個限定
で日によっては開店前に予

約で売り切れてしまうんだと
か。すべて手作業でつくら
れるこのパンは口コミで聞き
つけ何度も買いにくるファン
がいるほど。運が良ければ
予約無しでもこのバターロー
ルに出逢えるかも。

すすき草原のすぐ近く、様々
なショップが立ち並ぶ一角に
佇むオシャレな外観が目をひ
くカフェ。実はここ、アルファロ
メオのインポーターであるフィ
アット グループ オートモビル
ズ公認のカフェなんです。そ
んなカフェだけあって、店内に

はアルファロメオをはじめフェ
ラーリやフィアット等イタリア車
のグッズが飾られています。ま
たジャズをBGMに、ヒレカツ
バーガーやカレー、パスタなど
をリーズナブルに楽しむこと
ができるのも嬉しいポイント。
テラス席ではペットOKなので
愛犬と一緒でも楽しめます。

木のぬくもりあふれるテラス席では、澄んだ空気とぽかぽか温かい光に触れながらカフェタイムを
過ごす事ができます。ランチタイムのスイーツだけでなくカレーやピラフなどのセットもおすすめ。

仙石原

カフェ

住所／足柄下郡箱根町仙石原817-416
TEL.／0460-84-4433
ヒレカツバーガー900円
ポークカレー890円
日替わりランチ平日990円
〈5月～10月〉定休日／月曜、第3火曜
10:00～16:00、18:00～21:00（要予約）、
日曜日は7:30～16:00
〈11月～4月〉定休日／月曜、第1・3火曜
11:00～16:00、18:00～20:00（要予約）、
日曜日は8:30～16:00

和洋亭
『売り切れご免！
知る人ぞ知る人気メニュー』

仙石原
カフェジュリア
『車好きにはたまらない！
アルファロメオ公認カフェ』

仙石原

カフェ
和洋食

★
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★
ローソン

仙石原湿原
植物群落

武士の里美術館

箱根湿
生花園

湿生茶屋

勝馬亭

R75

★
仙石原
郵便局JAかながわ

西湘仙石原

PASS乙女

セブンイレブン 町立仙石原
小学校

ニュー箱根
ヴィレッジ

R138

R75

住所／足柄下郡箱根町仙石原151
TEL.／0460-84-8140
営業時間／12:00～14:00、18:00～22:00
ビーフシチュー800円
鶏の唐揚定食800円

住所／足柄下郡箱根町仙石原372-1
TEL.／0460-84-4480
定休日／火曜
営業時間／10:00～18:00
フランボアーズ340円
マロンパイ250円

カード特典アリ カード特典アリ
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お一人様 6,300円～学生プラン
☆対象施設の一般洋室のお部屋に宿泊 1部屋最大人数4名まで
☆お一人様6,300円（通常2名様1室8,400円）通常料理にプラス金目丼をお付けします。
※入湯税（150円）が別途かかります。

今がおトク！一の湯のオススメプラン

学生プランのご案内 学生さん限定でお得に泊まれる嬉しいプランをご用意しました。
卒業旅行、サークル・ゼミ合宿等あらゆるシーンでご活用下さい。

期限2010年12日1日～2011年7月22日
※適応除外日 2010年12月25日～2011年1月5日、2011年4月28日～2011年5月7日

神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢120 
TEL：0460-85-6531

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根160-51　
TEL：0460-84-5331

塔の沢 キャトルセゾン　 姥子温泉 芦ノ湖一の湯対象施設

総合予約センター

受付時間　
9：00～21：00（年中無休）

http://wwww.ichinoyu.co.jp/
TEL.0460-85-5331
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貸切・宴会プランのご案内

貸切プランお一人様 10,000円～貸切にできます。

お一人様1泊2食付 一般室（1室3名様以上利用）10,000円でご宴会を。宴会プラン

塔ノ沢一の湯新館

塔ノ沢キャトルセゾン

強羅一の湯

仙石原大箱根一の湯

姥子温泉芦ノ湖一の湯

仙石原品の木一の湯本棟

仙石原品の木一の湯別邸

20部屋　40名～68名宿泊可能

19部屋　40名～50名宿泊可能

10部屋　20名～38名宿泊可能

14部屋　28名～50名宿泊可能

21部屋　42名～50名宿泊可能

22部屋　44名～60名宿泊可能

18部屋　36名～55名宿泊可能

塔ノ沢一の湯本館 8名～30名宴会可能

お一人様3,150円増

お一人様3,150円増

お一人様5,250円増

団体旅行を経験した方は沢山いても、旅館を貸切で利用した方はすくないのでは…。
印象に残る団体旅行にお困りの幹事様にオススメの企画です。

期限2010年12日1日～2011年7月22日
※適応除外日 2010年12月25日～2011年1月5日、2011年4月28日～2011年5月7日

箱根山麓豚がメインの一の湯創作和食と
なります。

※飲み放題　夕食時　90分　瓶ビール（スーパードライ）、日本酒（箱根山）、焼酎（甲類）、ソフトドリンク
※夕食の内容は、季節により変わります。あらかじめご了承くださいませ。
※カラオケ等のご用意も承ります。ご用命は、上記の総合予約センターまで。（強羅店は用意不可）

※特定日、土曜、休前日は、一の湯パンフレット料金表に準じた差額が必要になります。
※一般の予約も、6ヶ月前から承っておりますので、出来るだけお早めにご予約下さいませ。
※上記の各施設の最少人員に満たない場合は、総合予約センターにご相談下さいませ。

標準プラン

お造り舟盛り　5,250円
金目鯛姿煮（1尾）　2,100円

標準プランに加え、一の湯名物金目鯛と地
物の刺身盛合せがつくコースとなります。

グルメプラン　一人様2,100円増

要予約 要予約 要予約
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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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季節の雑貨 折折（オリオリ）
女心くすぐる和の小物がいっぱい！季節によって入れ替わるラインナップも必見です。
箱根湯本の駅前から一本路地
裏に入ったところに佇むモダン
な外観が目を引く和雑貨の店。
その名の通り、箱根の季節に
合わせた四季折々の商品が並
んでいます。手ぬぐいやアクセ
サリー、がま口財布など、色とり
どりの古布を使った小物をはじ
め、この店でしか買えないオリジ
ナル商品もおすすめ。女性なら
誰しもグッとくるオシャレでかわ
いいアイテムに自然と心が弾み

ます。年齢を問わず使えるアイ
テムばかりなのでお土産や贈り
物にも最適です。

四季折々の雑貨が揃う愛らしい和雑貨の店

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

2,000円以上
お買い上げのお客様に

布小物プレゼント！
（季節により異なります。）

ショッピング

人力車 海風屋（ウミカゼヤ）
この心地よさと楽しさは１度は味わう価値あり！旅の思い出をよりいっそう深いものに。
滅多に乗る機会のない人力車。
湯本の駅からあるいて約5分の
所に位置する「あじさい橋」のそ
ばでいつも待機しています。車を
曵くスタッフは箱根を良く知る観
光案内のスペシャリストばかり。
古くから国内外の人々に愛され
てきた歴史ある温泉場箱根を地
元目線で丁寧に案内してくれま
す。いつもの旅がひと味変わる、
この箱根の旅をよりいっそう風
情を感じて楽しむのならおすすめ

です。より違った角度から、箱根
をのんびり観光してみませんか？

湯本の良いとこ再発見！新しい旅の思い出を

足柄下郡箱根町湯本あじさい橋
?.0460-85-5258/090-3930-1895　
v雨天　x9:00～日没

レジャー

プレミアムレンタカー
あの憧れの外車に乗って、箱根をゆっくり優雅にドライブ。ワンランク上の感動を味わう。
大自然の箱根をリッチな気分で
ドライブ旅。誰もが憧れるそんな
思いをカタチにしてくれるのがプ
レミアムレンタカー。ミニクー
パーやビートル、BMWZ4など、
様々な種類の外車を取り扱う
ショップです。会員制ではないの
で気軽にレンタルが可能。そし
て湯本、塔ノ沢なら送迎も無料
で行ってくれます。また、その他
のエリアも配車・引き取りは可能
です。（有料）憧れの外車に乗っ

て憧れの箱根の地をドライブな
んて、きっと素敵な旅の思い出
になること間違いなしです。

リッチ気分を味わうのなら、やっぱり外車！

足柄下郡箱根町湯本385-4
?.0460-86-4480　70120-846-625　
v無休
x8:30～19:00

レジャー

メンバ
ー

特典

レンタカー全車
基本レンタル料
5％OFF

メンバ
ー

特典

早川コース/20分
3,000円　2,600円

湯場コース/40分
6,000円　5,200円

玉簾コース/60分
8,000円　7,000円

メンバ
ー

特典

!

全て2名乗車1台分の料金

新規提携施設のご紹介
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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

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

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

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)

畑の茶屋

メンバ
ー

特典 700円 600円

ショッピング

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

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

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

仙石原のすすきを眺め、手作り料理とコーヒーを。
店内は車好きのオーナーのカーグッズで飾られ、
JAZZの流れるおしゃれなカフェレストラン。
神奈川県足柄下群箱根町仙石原817-416 ?.0460-84-4433
vxP5参照

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

箱根湯本の隠れ家的な洋食屋さん。洋食の味を
守って45年まじめに作っています。直栽培の野菜
もお召し上がりくださいませ！
神奈川県足柄下群箱根町湯本206-103 ?.0460-85-5156
x11:00～14:30（昼ランチ）18：00～21：00（夜ディナー）

木のぴーハウス

メンバ
ー

特典

グルメ

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

里芋が入った自慢のビーフシチュー800円。バ
ターたっぷり自家製焼きたてバターロール1個80
円。ランチタイムは定食800円～。
神奈川県足柄下群箱根町仙石原151 ?.0460-84-8140
x12:00～14:00（昼ランチ）18：00～22：00（夜ディナー）

和洋亭

メンバ
ー

特典

グルメ

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

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

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

大人

250円 200円子供
（子供　4才～小学生）

寄木細工体験

1,300円入場割引 1,000円大人

650円 500円子供

500円
入場割引

450円大人

300円 250円子供
（ワンちゃん　300円）

お食事利用の方にコーヒー
またはアイスクリームサービス

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。

800円以上ご利用のお客様に
ドリンク1杯サービス

“心”（cocoro）カレー

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)

〈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全 2 0店舗をご紹介。
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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

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

「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。

箱根芦ノ湖遊覧船 レジャー

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

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

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。

箱根小涌園ユネッサン

メンバ
ー

特典

レジャー

芦ノ湖めぐり遊覧船

※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

メンバ
ー

特典
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

960円 870円
480円 440円

970円 880円
490円 450円

730円 660円
370円 340円

メンバ
ー

特典
1,050円 950円大人（往復）

530円 480円小人（往復）

パスポート入場（ユネッサン＆森の湯）
大人4,000円 3,300円 子供2,000円 1,400円
ユネッサン入場（水着ゾーン）
大人3,500円 2,800円 子供1,700円 1,100円
森の湯（裸ゾーン）
大人1,800円 1,600円 子供900円 700円

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

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

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1242
?.0460-84-4477

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

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） 

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全 2 0店舗をご紹介。
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ご宿泊料金　 1室4名様料金でご提供
さらにTypeⅡ客室露天風呂はTypeⅠの1 室4名様料金に！

その他 通常料金は右記料金表をご覧下さい。

一般室 1泊2食付プランの場合

通常 8,400円 6,300円

カード会員

限定
プ
ラ
ン

平日限定 全
て

1室2名様 （
税
込
）

（
税
込
）

TypeⅠ露天風呂付客室 1泊2食付プランの場合

通常 12,600円 9,450円1室2名様 （
税
込
）

（
税
込
）

TypeⅡ露天風呂付客室 1泊2食付プランの場合

通常 13,125円 9,450円1室2名様 （
税
込
）

（
税
込
）

TypeⅢ露天風呂付客室 1泊2食付プランの場合

通常 15,750円 12,600円1室2名様 （
税
込
）

（
税
込
）

離れType 　　　　　　1泊2食付プランの場合

通常 21,000円 15,750円1室2名様 （
税
込
）

（
税
込
）

※入湯税（お一人様150円）が別途かかります。
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!!
■大人宿泊料金
一般室料金（平日）

※入湯税別途（　）内消費税込　※お子様は1室人数に含まれません

全施設共通

平日大人1名様

1泊2食標準プラン

1泊2食グルメプラン

素泊まり＋無料朝食

1室4名様以上

6,000円（6,300円）

8,000円（8,400円）

4,200円（4,410円）

1室3名様

7,000円（7,350円）

9,000円（9,450円）

5,200円（5,460円）

1室2名様

8,000円（8,400円）

10,000円（10,500円）

6,200円（6,510円）

■お子様宿泊料金（4歳～12歳）※4歳未満のお子様は無料です。 
平日料金
お子様1名様

1泊2食付

素泊まり＋無料朝食

一般室

2,000円（2,100円）

1,300円（1,365円）

TypeⅠ露天風呂付客室

3,500円（3,675円）

2,800円（2,940円）

TypeⅡ露天風呂付客室

4,000円（4,200円）

3,300円（3,465円）

お子様1名様

1泊2食付

素泊まり＋無料朝食

TypeⅢ露天風呂付客室

5,000円（5,250円）

4,300円（4,515円）

離れType

6,500円（6,825円）

5,800円（6,090円）
TypeⅠ露天風呂付客室（平日） 本館（展望）・新館・強羅・品の木本棟（2階）

平日大人1名様

1泊2食標準プラン

1泊2食グルメプラン

素泊まり＋無料朝食

1室4名様以上

9,000円（9,450円）

11,000円（11,550円）

7,200円（7,560円）

1室3名様

10,500円（11,025円）

12,500円（13,125円）

8,700円（9,135円）

1室2名様

12,000円（12,600円）

14,000円（14,700円）

10,200円（10,710円）

TypeⅡ露天風呂付客室（平日）本館（1階）・品の木本棟（1階）

平日大人1名様

1泊2食標準プラン

1泊2食グルメプラン

素泊まり＋無料朝食

1室4名様以上

9,500円（9,975円）

11,500円（12,075円）

7,700円（8,085円）

1室3名様

11,000円（11,550円）

13,000円（13,650円）

9,200円（9,660円）

1室2名様

12,500円（13,125円）

14,500円（15,225円）

10,700円（11,235円）

TypeⅢ露天風呂付客室（平日） 品の木別邸　

平日大人1名様

1泊2食標準プラン

1泊2食グルメプラン

素泊まり＋無料朝食

1室4名様以上

12,000円（12,600円）

14,000円（14,700円）

10,200円（10,710円）

1室3名様

13,500円（14,175円）

15,500円（16,275円）

11,700円（12,285円）

1室2名様

15,000円（15,750円）

17,000円（17,850円）

13,200円（13,860円）

離れType（平日） 品の木別邸　

平日大人1名様

1泊2食標準プラン

1泊2食グルメプラン

素泊まり＋無料朝食

1室4名様以上

15,000円（15,750円）

17,000円（17,850円）

13,200円（13,860円）

1室3名様

17,500円（18,375円）

19,500円（20,475円）

15,700円（16,485円）

1室2名様

20,000円（21,000円）

22,000円（23,100円）

18,200円（19,110円）

特定日、土・休前日差額 ＜平日に加算＞

大人1名様

土・休前日

3,000円（3,150円）

特定日（A）

1,000円（1,050円）

特定日（B）

2,000円（2,100円）

特定日（C）

4,000円（4,200円）

特定日、土・休前日差額

一の湯総合予約センター
〈受付時間〉9:00～21:00年中無休
TEL.0460-85-5331　FAX.0460-85-5335

＜平日に加算＞

お子様1名様

土・休前日

1,000円（1,050円）

特定日（A・B）

500円（525円）

特定日（C）

1,500円（1,575円）

ご宿泊料金　 1室4名様料金でご提供
さらにTypeⅡ客室露天風呂はTypeⅠの1 室4名様料金に！

ご宿泊料金表

特定日A…〈2011年〉2/10、3/27～31
特定日B…該当無し
特定日C…該当無し
休 前 日…全土曜日、
 〈2011年〉1/9、3/20
特 別 日…該当無し

※適用期間 2011年1月6日～2011年3月31日
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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

カフェジュリア

箱根ラリック美術館 和洋亭

麺屋菊壱

箱根湖畔ゴルフコース

成川美術館

仙石原 
品の木一の湯別邸

STAY

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：

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：

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 ACCESSACCESS

〈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

木のピーハウス
箱根かれー 心

鯛ごはん懐石 瓔珞

プレミアムレンタカー

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：

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：

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：

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 ACCESS ACCESS 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

首都圏から身近にアクセスで
きるリゾート地、箱根。過ごし
やすい気候と山、湖など豊富
な自然が人気の秘訣。そんな
箱根に計8施設を有する一の
湯グループは、各地域で様々
なお客様の様々な旅のシーン
にあわせた宿をご提供してい
ます。あなたの箱根旅にぴっ
たりマッチする宿探しなら、ぜ
ひ一の湯にお任せ下さい。

箱根に行くなら一の湯で
〝いい湯、いい味、いい旅〟を
もっと身近に。

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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2010 AUTUMN

NOW
バックヤード探検
9月、10月、11月の日曜日

●箱根園水族館内

（１０月１０日は除く）

海水館・淡水館・地下・調餌室での説明
・見学。ピラルクの給餌体験。

ガラポンを1回1,000円で購入していただ
くととてもお得な商品をお渡しします。

入口 出口

希望日前日までに電話でお申し込みください。

ここで
エサやり
体験！

10/16○・17○・11/13○・14○開催土 日 土 日

ハロウィン洞窟

●箱根園水族館淡水館内

「スイーツ＆地縁ブランドショップ」

「秋の夢ポン」感謝祭

●ショッピングプラザ１F【カムカムマーケット】
9/20○～11/30○祝 火 このチラシ持参の方『カリントまんじゅう』

『富士山プリンバーム』を１割引でご提供！

チラシ持参の方限定割引

希望日前日までに電話で
お申し込みください。

●箱根園水族館内
大水槽屋上より魚類給餌見学。

 11/30○まで

「バイカルアザラシ
　　　ビリー君とかけまして・・・」

水族館でナゾ掛けを募集!

最優秀作品に選ばれた方には
景品プレゼント！

応募締切 火

秋のナゾかけ大会
「ね　っちになろう！」ず

動物取扱に関する表示 ●氏名／株式会社プリンスホテル ●事業所の名称／箱根園水族館 ●事業所の所在地／足柄下郡箱根町元箱根139 ●登録に係る動物取扱業の種別／展示 ●登録番号／70245
●登録年月日／2007年5月23日●登録の有効期限の末日／2012年5月22日 ●動物取扱責任者／冨江 亮輔 ※天候および動物たちの体調により、イベント内容・展示が一部変更・中止になる場合がございます。 
※イラスト・写真はイメージです。

優秀作品を水族館館内で掲示！
※詳しくはお問い合わせください。

秋の虫たち

●箱根園水族館内
スズムシ、コオロギ、クツワムシなど展示。

9/11○～10/31○土    日

9/11○～10/31○土    日

小型お化け屋敷登場！

11：30～ 約30分

（入館料は別途頂きます）
おとな・こども ともに￥500

※定員になり次第、予約を終了とさせて頂きます。

※定員になり次第、予約を終了とさせて頂きます。

（10月9日、10日、11日は除く）（入館料は別途頂きます）

大水槽〈上から〉見学
、9月、10月、11月の土日祝日 14：00～

無料

秋

ナウ

楽しい　  いっぱい。
みんなで遊びにおいでよ

パントマイムをやらせたら日本一。おしゃべりもあるので決して退屈させません。
確実なマイムテクニックと、コミカルでユーモアあふれるショーです。山田とうし

海中ショーが
終わった後、

その水槽を上から
覗いてみませんか！?

〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

TEL:0460-83-1151
※料金には消費税が含まれております。
※内容等、変更となる場合がございますので詳しくはお問合せください。

www.princehotels.co.jp/hakone-en

パ ントマ イムショー in 箱根園
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