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箱根小涌園 天悠（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297支配人： 

柴田 訓 以下、天悠）では、密を回避しながら天悠ならではの自然が楽しめるサマー 

バケーションプランを販売中です。今年の夏は、天悠初の試みとしてマイナスイオンたっぷりの 

庭園を会場にした「渓谷庭園ビアガーデン」を開催します。箱根の自然の中で密を気にする 

ことなく日頃のストレスで疲れた心を癒す良い機会です。お子さまには夏休みの思い出づくりに 

最適な体験イベントをご用意。風鈴の絵付体験、お子さま縁日体験、箱根ならではの寄木 

根付づくり体験など、親子でも楽しめる内容となっております。さらに隣接する温泉アミューズメント 

パーク「箱根小涌園ユネッサン」の入場もフリー（1日券付き）なので、箱根小涌園内で温泉を満喫することが可能です。 

皆さまが安心してご滞在いただけるよう環境衛生対策を徹底してお迎えいたします。 

 

 

 

 

◆期  間：2021年 7月 17日（土）～8月 31日（火） 

◆料  金：1室 2名様利用時 お 1人様 31,900円～（サービス料・消費税込み、入湯税別） 

◆客  室：温泉露天風呂付客室 

◆食  事：レストランまたはお部屋でのお弁当 

【レストランの場合】夕食／和洋創作料理、朝食／和食膳 

【お弁当の場合】夕食／選べる天悠特製弁当、朝食／金目鯛と真鯛の炙り弁当 

◆特  典 

①温泉アミューズメントパーク「箱根小涌園ユネッサン」パスポート 1日券付 

※チケットレスで直接、箱根小涌園ユネッサン宿泊者専用ゲートからご入場いただけます。 

※利用時間制限なし（夏季期間は通常時間制限あり） 

②渓谷庭園ビアガーデンでの生ビール 60分飲み放題付 

※グループ毎にオリジナルビアサーバーをご用意。 

※雨天時は、お部屋でのご利用となります。（バーラウンジにてビアサーバーをお渡しいたします。） 

※お子さまにはソフトドリンクをご用意。 

③選べる夕食 

レストランでのお食事、またはお部屋でお召し上がりいただく天悠特製弁当からお選びいただけます。 

④温泉三昧で湯浴みを満喫 

天悠の客室は全室露天風呂付なので、お好きな時間に好きなだけプライベート温泉をお楽しみいただけます。 

さらに 3か所の大浴場（浮雲の湯、車沢の湯、箱根小涌園 元湯 森の湯）の湯めぐりを楽しんで。 

⑤お子さま限定！選べる夏休み体験付 

天悠オリジナルの寄木根付づくり体験や風鈴の絵付体験など、お好きな体験をお 1つお選びいただけます。 

※有料のお子様のみとなります。 

 

◆予約URL： 

レストランでのお食事プラン（夕食 17：30～）はこちら» https://bit.ly/3A4Squf 

レストランでのお食事プラン（夕食 19：30～）はこちら» https://bit.ly/3hku877 

選べる天悠特製弁当プランはこちら» https://bit.ly/2TdTRFZ 
  

 

Let’s Feel Summer！天悠の夏 2021 

～涼風そよぐ“渓谷庭園ビアガーデン”で涼を体感～ 

箱根の山でクールダウン 密を回避して自然を楽しむ 
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◆涼風（かぜ）そよぐ渓谷庭園ビアガーデン 

 

夏と言えばビール！今年の夏は自然に囲まれた天悠の渓谷庭園で初めてのビアガーデンを 

開催いたします。庭園内の各所にお召し上がりスポットを準備し、立ち飲みスタイルや椅子に 

座ってゆったり飲むスタイル、川の涼を間近に感じる川床スタイルなど、自然を体感できる 

天悠ならではのビアガーデンをお楽しみいただけます。 

 

期  間：7月 17日（土）～8月 31日（火） 

時  間：15：00～20：00 

場  所：天悠 The Bar & Lounge、渓谷庭園 

 

 

◆涼風（かぜ）を感じる館内風鈴装飾 
 

館内 2 ヶ所に合計 88個もの風鈴を使用した装飾を行い、見た目と音で涼しげな空間を 

演出します。窓の奥には、木々の緑も見えてさらに涼やかな空間に。 

今回はガラス風鈴と地元、小田原の鋳物風鈴の 2種類をご用意。小田原風鈴は真鍮製の 

風鈴で、軽やかで凛とした音の響き、余韻が長く残るのが特徴です。ガラス風鈴との音くらべも 

お楽しみください。 

 

期  間：7月 17日（土）～8月 31日（火） 

場  所：ライブラリーラウンジ、渓谷庭園前廊下 

 

 

◆1日限り！湯本見番 みーと芸者 IN 天悠 
 

花柳界が一番栄えたと言われている昭和時代から続く歴史ある「湯本見番」。 

芸者衆の軽快なトークに始まり、優美な舞踊の鑑賞、お座敷遊びで盛り上がる 

30分間のイベントショー。世代や性別を問わず、ご家族皆さまでお楽しみいただけます。 

この夏、ローカルでディープな箱根の思い出を作ってみませんか？ 

 

期  間：7月 17日（土） 

場  所：渓谷庭園内特設ステージ 

 
 
◆大自然に囲まれた音楽コンサート 
 

自然に囲まれた天悠でヴァイオリンやサクソフォンの奏でる癒しの音色で五感を癒しません

か？8月 9日（月）～8月 14日（土）はヴァイオリン、その他の日程はサクソフォンの

コンサートを開催いたします。渓谷庭園ではビアガーデンも同時開催しており、自然の中で

ビール片手に極上の音楽をお楽しみいただけます。そんな体験ができるのは天悠だけ。 

 

期  間：7月 22日（木）～25日（日）、8月 9日（月）～22日（日） 

場  所：天悠 The Bar & Lounge、渓谷庭園、ライブラリーラウンジ 

天悠 夏のイベント情報詳細 
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◆夏休みの思い出づくりに…キッズ縁日 IN 天悠 
 

大人が渓谷庭園でのビアガーデンを満喫している間、お子さまにはキッズ縁日をご用意し 

お楽しみいただけます。風鈴の絵付体験、寄木根付づくり体験のアクティビティでは五感を 

使って想像力を働かせ、世界にひとつだけのオリジナルアイテムを作ってみたり。縁日では 

小さなお子さまでも楽しめるイベントをご用意します。ご家族それぞれの夏の思い出を作って 

みてはいかがでしょうか。 

 

期  間：7月 17日（土）～8月 31日（火） 

時  間：15：00～20：00  

場  所：天悠 The Bar & Lounge 

 

※イベントは新型コロナウイルス感染症の状況および神奈川県からの要請に基づき、内容が変更になる場合がございます。 

 

天悠の夏の過ごし方、イベント詳細については専用ページからご確認いただけます≫ https://www.ten-yu.com/summer2021.html 

 

 

 

 

◆天悠寄木工房 ～寄木根付づくり体験～ 
 

箱根寄木細工は種類豊富な木材それぞれが持つ色や木目を活かし 

巧妙な幾何学模様を作り出しています。根付づくり体験では、お好みの 

木材を 4つ選んでいただき制作していただきます。初心者でも楽しみながら制作でき 

思い出の品を作るのにぴったり。小物に付けて持ち歩くと、見る度に素敵な思い出が 

よみがえるはずです。 

 

期間：通年 

料金：1,100円（税込） 

※ギフトギャラリーにて寄木根付づくり体験キットの一般販売も行っております。 

 

 

◆ガラス風鈴絵付け体験 
 

用意されているガラスの風鈴に絵付けをする絵付け体験。 

専用のペンを使って描くため、カラフルにしたり色を重ねてみたり。 

世界にひとつだけのオリジナル風鈴を作ることができます。 

 

期間：7月 17日（土）～8月 31日（火） 

料金：1,100円（税込） 

 

 

 

◆その他にも天悠ではアクティビティをご用意しております。 

 天悠で体験できるアクティビティはこちら≫ https://www.ten-yu.com/activity.html 

 

 

 

夏のおすすめアクティビティ 
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◆箱根強羅夏まつり「大文字焼き」100周年！ 
 
箱根の夏の風物詩である大文字焼きは、有縁無縁の霊を慰めるうら盆の送り火であり1921年（大正10年）から続く伝統行事です。

「大」の字は「－」は長さが 108ｍ、太さ 7.5ｍにもなります。その箱根強羅夏まつり「大文字焼き」が今年 100周年を迎えます。 

昨年に引き続き密を避けるべくイベント等は中止されますが、大文字点火、花火及びナイアガラは開催の予定です。箱根明星ヶ岳に浮か

ぶ「大」の字にかかるナイアガラ（明星の大滝）は圧巻です。 

天悠の一部客室からもご覧いただけますので、密を避けながら箱根の夏の風物詩をお楽しみください。 

 

開催日：2021年 8月 16日（月） 

 

【開催情報詳細サイト】 

・箱根強羅観光協会公式ホームページ 

URL：http://goura-kanko.jp/ 

 

・箱根町観光協会公式ホームページ 

URL：https://www.hakone.or.jp/ 

 
 
 
 
 

客 室 数：150室（露天風呂付客室 120室／露天風呂付最上階客室 24室／露天風呂付特別客室 6室） 

レ ス ト ラ ン：計 3 ヶ所（館内 1 ヶ所、敷地内に 2 ヶ所）他、館内にバーラウンジ 1 ヶ所 

大 浴 場：館内 2 ヶ所（各所内湯・露天風呂付き／男女入替制） 

駐 車 場：有（宿泊者無料） 

他 施 設：庭園、箱根温泉神社、スパ、売店 

住 所：〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297 

ア ク セ ス：新宿駅から小田急線特急ロマンスカーで箱根湯本駅までおよそ 90分、 

箱根湯本駅から箱根登山バス・伊豆箱根バスで約 20分  

公式URL： https://www.ten-yu.com/ 

※環境衛生対策を徹底してお迎えいたします。 

感染拡大防止対策についての動画はこちら» https://bit.ly/3y6L48p 

宿泊のご予約に関するお問い合わせ 
〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平 1297   

箱根小涌園 天悠  

TEL：0465-20-0260（予約センター 9:00～18:00） 

本リリースに関するお問い合わせ 

箱根小涌園 天悠 広報担当 

松木・小森・長嶋  

TEL： 0460-85-0153 ／ FAX： 0460-82-5113 ／ Mail：info@ten-yu.com 

「箱根小涌園 天悠」 施設概要 

箱根の夏の風物詩は今年 100周年！ 
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