
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 5月 31日 

 
屋内施設が充実した全天候型の温泉テーマパーク、箱根小涌園ユネッサン（所在地： 神奈川県足柄下郡箱根町 

ニノ平 1297、支配人： 慶野 光市）では、多彩なコンテンツを“5つのテーマ”ごとにご提案しています。 

 

“5 つのテーマ”とは、①雨でも水着で遊べる温泉「ユネッサン」、②ゆったり寛ぐ日帰り温泉「森の湯」、③入場料  

不要で楽しめる「グルメ」、④オリジナル商品が揃う「ショッピング」、⑤ここにしかない「イベント・アクティビティ」です。 

 

その 5 つのテーマに添って、以下のとおり 2018 年夏にお楽しみいただける「箱根小涌園ユネッサン」の情報をお知

らせいたします。 
 
************************************************************************************************* 
 
------------------------------ 
① 水着で遊べる温泉「ユネッサン」 
------------------------------ 

 
◆癒しの「クラゲ観賞風呂」 
 
クラゲたちが魅せる涼しげな水中ダンスに癒やされる！  
標高 634 メートルの箱根小涌園ユネッサンと、海抜 0 メートルの下田
海中水族館をクラゲが結びます。 
今年の夏は、避暑地・箱根の山にいながらにして海の気分。 
さらに、「クラゲ観賞風呂」の舞台となる「洞窟風呂」内には、恋に効く
といわれている大きなパワーストーン「マリンローズの石」もあるの
で、カップルでのデートにもオススメです。 
洞窟内で色とりどりの LEDに照らされてユラユラ漂うクラゲや熱帯魚を
眺めながら、幻想的な癒しの温泉体験をお楽しみください。 
 
［期間］ 2018年 7月 13日（金）～8月 31日（金） 
［場所］ 水着エリア「ユネッサン」 屋外エリア「洞窟風呂」 
［料金］ 無料 ※別途水着エリアの入場料が必要です 
［URL］  
 https://www.yunessun.com/events/945b0b70199095d.html  

 
 
 
 
クラゲプリン 
 
クラゲをイメージしたプルプルゼリーが乗った、彩り豊かな濃厚プリン。 
プチプチとした食感の海藻ビーズを使用しています。 
［場所］ ユネッサン 3階 「箱根小涌園 スイーツ＆ベーカリー」 
    ※水着エリア「ユネッサン」や日帰り温泉「森の湯」に 
     ご入場いただかなくてもご利用いただけます 
［料金］ 550円 
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冷夏でも猛暑でも快晴でも大雨でも！ 

今年の夏は、Let’s爽快ユネッサン！ 
2018年 7月 13日（金）～8月 31日（金） 
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▲「クラゲ観賞風呂」 イメージ 

▲クラゲ イメージ 

https://www.yunessun.com/events/945b0b70199095d.html


 
◆ひんやり「アイスコーヒー風呂」 
 
水着で遊べる温泉「ユネッサン」に常設の、あったか～い「本格コーヒー
風呂」に加え、今夏はつめた～い？！「アイスコーヒー風呂」が登場！
あなたはどちらがお好み？！ 
おすすめは、冷夏ならあったかコーヒー、猛暑ならひんやりコーヒー。 
さらに、コーヒーにフィーチャーしたスイーツも勢ぞろい。 
今年の夏はコーヒー三昧で、楽しく日頃の疲れを癒しましょう。 
 
［期間］ 2018年 7月 13日（金）～8月 31日（金） 
［場所］ 水着エリア「ユネッサン」 4階「緑のテラス」 
［料金］ 無料 ※別途水着エリアの入場料が必要です 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/395b0b64e7c73b5.html  

 
 
◆コーヒーゼリーソフトクリーム 

 
期間限定「アイスコーヒー風呂」に浸かった後は、ひんやり「コーヒーゼ
リーソフトクリーム」はいかがでしょうか。 
たっぷりのコーヒーゼリーに濃厚なソフトクリームがボリューム満点で
す。 
 
［期間］ 2018年 7月 1日（日）～8月 31日（金） 
［場所］ 水着エリア「ユネッサン」 4階（神々のエーゲ海横） 
      ファストフード「フォンターナ」 
［料金］ 500円 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/665b0b901a70c3d.html  
 
 

◆スプラッシュ in ユネッサン 
 
今年の夏は、思いっきり水遊び！大量の水があちこちから飛び出す仕
掛けに思わず大興奮。普段はできない大量の水をかけ合って、夏の
暑さを楽しく吹き飛ばしましょう。 
 
［期間］ 2018年 7月 13日（金）～8月 31日（金） 
［場所］ 水着エリア「ユネッサン」 屋外エリア 
［料金］ 無料 ※別途水着エリアの入場料が必要です 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/435b0b71afd09b4.html  
 
 

--------------------- 
② 日帰り温泉「森の湯」 
--------------------- 
 
◆アロエの湯 

 
毎月開催している、季節に合わせた「森の湯」の変わり湯。7月・8月の
変わり湯は南伊豆アロエセンターのキダチアロエ乾燥葉を使用した
「アロエの湯」です。 
日焼けした肌に、温泉とダブルの効果が期待できる湯をお楽しみくださ
い。 
 
［期間］ 2018年 7月 13日（金）～8月 31日（金） 
［場所］ 日帰り温泉「森の湯」 露天風呂・一部浴槽 
［料金］ 無料 ※別途日帰り温泉「森の湯」の入場料が必要です 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/205b0b74bbcf5a1.html  

 
 
 
 

▲「アイスコーヒー風呂」 イメージ 

▲「スプラッシュ in ユネッサン」 イメ

ージ 

▲「森の湯」露天風呂（女湯） 

▲コーヒーゼリーソフトクリーム 
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------------------------------- 
③ 入場料不要で楽しめる「グルメ」 
------------------------------- 
 
◆夏を彩る爽やかイタリアン 

 
暑い夏にピッタリの冷製スープや、夏バテ解消に効果的ながっつりボ
リューム満点ステーキ、人気のピザや、生パスタをお楽しみください。 
 
［期間］ 2018年 7月 1日（日）～8月 31日（金） 
［場所］ ユネッサン 3階 イタリアン「アンティパスタ」 
    ※水着エリア「ユネッサン」や日帰り温泉「森の湯」に 
     ご入場いただかなくてもご利用いただけます 
［料金］ 300グラムのキューブロールステーキ 4,104円 

鮎のコンフィのスパゲッティ 1,512円 ほか 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/695b0b7b96c6e05.html  
 
 

◆夏のインスタ映えスイーツ 
 
夏にピッタリの爽やかスイーツに、限定開催の「アイスコーヒー風呂」
「クラゲ観賞風呂」をイメージしたスイーツも盛りだくさん。 
 
［期間］ 2018年 7月 1日（日）～8月 31日（金） 
［場所］ ユネッサン 3階 「箱根小涌園 スイーツ＆ベーカリー」 
    ※水着エリア「ユネッサン」や日帰り温泉「森の湯」に 
     ご入場いただかなくてもご利用いただけます 
［料金］ コーヒーゼリー350円 ほか 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/505b0b8a622e63f.html  
 
 

◆スペシャルランチバイキング 
 
ローストビーフなどのプレミアムメニューのほか、およそ 60種のお料理
をブッフェ形式で楽しめる人気のランチバイキングレストラン「箱根小
涌園 大文字テラス」に、海鮮のっけ丼や自然薯など、この夏限定のス
ペシャルメニューが登場します。 
 
［期間］ 2018年 8月 1日（水）～8月 31日（金） 
［場所］ ユネッサン 5階 「箱根小涌園 大文字テラス」 
    ※水着エリア「ユネッサン」や日帰り温泉「森の湯」に 
     ご入場いただかなくてもご利用いただけます 
［料金］ 大人 2,900円／小学生 2,200円／未就学児 1,000円 
    ※3歳未満無料 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/325b0b9a7dae3cb.html  

 
 
---------------------------------- 
④ オリジナル商品が揃う「ショッピング」 
---------------------------------- 
 
◆地場産青果直売所＠ユネッサン 

 
巷で人気の青果直売所が期間限定でついにユネッサンに登場！ 
地場の旬の野菜や果物の販売のほか、各レストランでも旬の地場産
青果を使用したコラボメニューが登場します。 
 
［期間］ 2018年 7月・8月の土曜・日曜 
［場所］ ユネッサン 3階 ショッピング「ミーオモール」 
    ※水着エリア「ユネッサン」や日帰り温泉「森の湯」にご入場いただかなくてもご利用いただけます 

［URL］  https://www.yunessun.com/events/765b0bc6ce3daa5.html 
 

▲300グラムのキューブロールステーキ 

▲夏のスイーツ イメージ 

▲海鮮のっけ丼 イメージ 
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▲地場産青果直売所＠ユネッサン イメージ 
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------------------------------------- 
⑤ ここにしかない「イベント・アクティビティ」 
------------------------------------- 

 
◆縁日＆キッチンカー 

 
ゴールデンウィークに開催して好評を博した縁日と日替わりのキッチン
カーが帰ってくる！ 
射的や宝探しなどの人気の縁日に、今話題のキッチンカーは日替わり
で登場します。 
入場料不要ですので、ユネッサン入場前やご帰宅前、また箱根にお越
しの際にもお気軽にお立ち寄りいただけます。 

 
［期間］ 2018年 7月 25日（水）～8月 26日（日） 
［場所］ ユネッサン “爽風の道” 

※ユネッサン 3階ショッピングモール「ミーオモール」外、日帰り温泉「森の湯」との間の広場 
※水着エリア「ユネッサン」、日帰り温泉「森の湯」にご入場いただかなくてもご利用いただけます 

［料金］ 縁日（ゲーム） 1回 500円～ 
［時間］ 各日 13：00～19：00 ※荒天中止 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/495b0bb0697c1b1.html  

 

 

◆夏休みお笑いライブ in ユネッサン 

 

よしもとのお笑い芸人たちによる恒例の特別ショー！ 

キャスティングは情報解禁までのお楽しみ！ 

 
［期間］ 2018年 7月 23日（月）～7月 27日（金） 
［場所］ 水着エリア「ユネッサン」 5階 リラクゼーションルーム 
［料金］ 無料 

※別途「ユネッサン」または「森の湯」の入場料が必要です 
［URL］  https://www.yunessun.com/events/175b0ba38cd5a77.html  

 

 

------------------- 
※料金はすべて税込です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜リリースに関する報道関係者からのお問合せ＞ 
 

藤田観光株式会社 箱根小涌園ユネッサン 
 

営業課： 高橋・村瀬・山田  TEL： 0460-82-4126（代） 0460-82-4118（直通） / FAX： 0460-82-4135 

▲縁日 イメージ 

 
＜箱根小涌園ユネッサン＞ 

 
 

［住所］ 〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平 1297 

［電話］ 0460-82-4126 （受付 9：00～20：00） 

［営業時間］ 水着エリア「ユネッサン」 9：00～19：00 （最終入場 18：00） 

   日帰り温泉「森の湯」   11：00～20：00 （最終入場 19：00） 

［アクセス］ 箱根登山鉄道「箱根湯本」駅より、箱根登山バス箱根町港行きで約 20分、「小涌園」下車、徒歩すぐ 

   または伊豆箱根バス箱根園行きで約 20分、「ユネッサン」下車、目の前 

［URL］ https://www.yunessun.com/ 

［夏休み情報特設 URL］ https://www.yunessun.com/summer_2018/ 
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