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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、3年振りとなる新型コロ

ナウイルス感染症による“制限の無い”夏休みを存分にお楽しみいただけるよう、開業5周年記念サマーフェスティバルを開催いた

します。 

今年の夏は、天悠開業以来初めてとなるビュッフェ形式のご夕食をご用意。「夏祭り」をテーマに、旬や地場の食材を多く使用し

たメニューはお子さまから大人まで、幅広い年代のお客様に楽しんでいただける内容となっております。箱根の自然を感じること

ができるマイナスイオンたっぷりの渓谷庭園では「渓谷庭園ビアガーデン」を開催し、箱根の自然の中で、密を気にすることなくビ

ール片手に、ヴァイオリンやサクソフォンの奏でる癒しの音色とともに五感に響く体験をお届けいたします。  

さらにお子さまには、夏休みの思い出づくりに最適な体験イベントをご用意。箱根ならではの寄木根付づくり体験や風鈴の絵付

体験、館内連絡通路で繋がっている箱根小涌園ユネッサン（以下、ユネッサン）での遊び体験など、親子でも楽しめる内容が盛り沢

山です。 

天悠公式サイトに掲載の全ての宿泊プランが県民割対象（※1）ですので、今年の夏は、お得に楽しめる「天悠」で、家族の絆を深

めてみてはいかがでしょうか。マスク着用や手指消毒などの感染予防対策は引き続き実施し、安心、安全にご滞在いただけますよ

う皆さまをお迎えいたします。 

  ※1.県民割対象・・・現在実施している県民割り、ブロック割りが 7月以降も延長になった場合（6/17現在未定） 

 

 

下記プランは夏の期間限定で販売いたしております。ご料金はすべて「県民割」適用前の金額です。 

 

【スタンダートプラン】 

◆期  間：2022年7月 16日（土）～8月31日（水） 

◆料  金：1室 2名様利用時 お 1人様 29,700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：夕食、朝食ともにレストランでの和洋プレミアムビュッフェ 

ご夕食は約 50種類の和洋プレミアムビュッフェをご用意。「オープンキッチンにて熱々のステーキ」「揚げたての地場野菜と魚介

の天ぷら」「目の前で切り分けるローストビーフ」をライブキッチンでご提供いたします。バラエティーに富み、選ぶ楽しさ満載の品

数。夏を感じる天悠オリジナルメニューで好きなものをお好きなだけお召し上がりください。 

 

◆予約URL： 

プレミアムビュッフェ・スタンダード宿泊プラン＜夕食 17：00～＞はこちら» https://bit.ly/3QjUE0W 

プレミアムビュッフェ・スタンダード宿泊プラン＜夕食 19：00～＞はこちら» https://bit.ly/3HppIrX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天悠開業 5周年記念サマーフェスティバル開催 

～「3年分の思い出づくり」～ 

全プラン県民割対象！家族みんなで楽しむ夏旅行 

2022 夏休みサマーフェスティバル 宿泊プラン詳細 

▲大浴場 浮雲の湯 ▲プレミアムビュッフェ（ディナー）イメージ 

 

▲温泉露天風呂付客室 

https://bit.ly/3QjUE0W
https://bit.ly/3HppIrX
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【夏休み特別企画 ビアサーバー付プラン】 

 ◆期  間：2022年 7月 16日（土）～8月 31日（水） 

◆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：夕食、朝食ともにレストランでの和洋プレミアムビュッフェ 

◆特  典：オリジナルビアサーバー生ビール 1本付（2.8ℓ ビアグラス約 8杯分） 

       ※天悠The Bar&Loungeにてお渡し後、お部屋や渓谷庭園でお召し上がりいただけます。 

有料のお子様にはソフトドリンク 1杯ご用意いたします。 

 

◆予約URL： 

ビアサーバー付宿泊プラン＜夕食 17：00～＞はこちら» https://bit.ly/3xS3GLv 

ビアサーバー付宿泊プラン＜夕食 19：00～＞はこちら» https://bit.ly/3NUf2nT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【ファミリーステイ ユネッサン付プラン】 

 ◆期  間：2022年 7月 16日（土）～8月 31日（水） 

◆料  金：1室 2名様利用時 お 1人様 30,800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：夕食、朝食ともにレストランでの和洋プレミアムビュッフェ 

◆特  典：ユネッサン（水着ゾーン）1日券付き（当日か翌日の 1回利用） 

 

◆予約URL： 

ユネッサン付宿泊プラン＜夕食 17：00～＞はこちら» https://bit.ly/3NTy7X3 

ユネッサン付宿泊プラン＜夕食 19：00～＞はこちら» https://bit.ly/3mMKtof 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

▲渓谷庭園ビアガーデンイメージ ▲ビアサーバー ▲プレミアムビュッフェ（ディナー）イメージ 

 

▲神々のエーゲ海 ▲ロデオマウンテン ▲本格コーヒー風呂 

https://bit.ly/3xS3GLv
https://bit.ly/3NUf2nT
https://bit.ly/3NTy7X3
https://bit.ly/3mMKtof
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3 年分の夏休みをお子様に存分にお楽しみいただきたく特別プランをご用意しました。夏休みの自由研究もできちゃう!?プラン

です。たくさん遊んで、たくさん食べて、天悠でのご滞在をお楽しみください。 

 

◆期  間：2022年7月 16日（土）～8月31日（水） 

◆料  金：1室 2名様利用時 お 1人様 33,000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：夕食、朝食ともにレストランでの和洋プレミアムビュッフェ 

◆特  典： ①ユネッサン（水着ゾーン）1日券付き（当日か翌日の 1回利用） 

②ユネッサン内 縁日体験チケット付き 

③LEDライト作成キット付き 

④天悠館内を巡るスタンプラリー付き 

 

※内容が変更になる場合がございます。 

※詳しくは天悠公式ホームページにてご案内いたします。 
 

 

         

 

今夏は天悠館内のメインダイニング「ダイニングはこね」でのプレミアムランチビュッフェをご用意しました。ブランチ＆ランチビュ

ッフェだけを楽しむプランとユネッサン（水着ゾーン）がセットになったアクティブプランからお選びいただけます。 

相模と駿河の海と富士山麓から箱根にかけて、豊な自然を感じながら、シェフが丹精込めて創り上げる健康的で味わい深い料理

をお楽しみください。 

 ◆期   間：2022年 7月 16日（土）～8月 31日（水） 

◆食事場所：天悠内「ダイニングはこね」 

◆時   間：10：00～14：30（最終入場 13：00）※お食事時間 90分制 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

天悠開業 5周年記念 プレミアムブランチ＆ランチビュッフェ 

【プレミアムブランチ＆ランチビュッフェ】 
◆料金(税込) 

大人 4,000円 

小学生 2,500円 

幼児（3歳～） 1,000円 

 

【プレミアムランチビュッフェ＆ユネッサン（予約制）】 
＜お時間予約制＞ 

受付はユネッサンでお済ませいただき館内連絡通路にて天悠へお越し

ください。 

①11：00～お食事 13：00～ユネッサン 

②12：00～お食事 14：00～ユネッサン 

③13：00～お食事 15：00～ユネッサン 

◆料金(税込) 

大人 5,500円 

小学生 3,000円 

幼児（3歳～） 2,000円 

 

※お食事時間は 90分制 

※0歳～2歳は無料 

★ご予約はこちらから»https://bit.ly/39ujKty ※イメージ 

天悠開業 5周年記念 夏休みこども FUN！宿泊プラン 

https://bit.ly/39ujKty
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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 16日（土）～8月 31日（火） 

時  間：15：00～20：00 

場  所：天悠The Bar & Lounge、渓谷庭園 

 

 

 

◆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？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 16日（土）～7月 18日（祝・月）、7月 23日（土）、7月30日（土） 

8月 1日（月）～8月 28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：7月 16日（土）～8月 31日（水） 

時  間：15：00～20：00 

場  所：1階 天悠The Bar & Lounge(夏季限定 特設会場) 

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。 

 

 

 

夏休みのおすすめアクティビティ 

天悠 2022夏のイベント情報 
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◆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 16日（土）～8月 31日（水） 

時  間：15：00～20：00 

場  所：1階 天悠The Bar & Lounge(夏季限定 特設会場) 

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 

 

 

 

 

 

◆スプラッシュ ユネッサン！ 

 

ユネッサン(水着エリア)に暑い夏にピッタリのウォーター 

アイテムが登場します。ご家族揃って冷たい水を浴びながら、 

暑さを吹き飛ばしませんか？  

 

期  間：7月 16日（土）～8月 31日（水） 

時  間：9：00～19：00 

場  所：ユネッサン(水着エリア) 

ユネッサン入場料金でご利用いただけます。 

宿泊者様割引 大人 1,700円、こども(3歳～小学生)1,100円 

 

   

◆懐かしの縁日コーナー 

 

ユネッサンで遊んだ後や夕食前・夕食後にお祭り気分を楽しみ 

ませんか？射的・巨大くじ引き・輪投げをご用意しております。 

 

期  間：7月 16日（土）～8月 31日（水） 

時  間：13：00～20：00 

場  所：ユネッサン 3階ミーオモール内 

料  金：各 500円（税込） 

                                      

 

 

 

箱根小涌園ユネッサン 2022夏のイベント情報 

https://www.ten-yu.com/activity.html
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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・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 

https://www.ten-yu.com/
https://bit.ly/3y6L48p

