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News Release 

2014 年 4 月 7 日(月) 

 

箱根の美しい四季につつまれる温泉露天風呂付客室 

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
すみか

 

2014年 4月 18日(金)リニューアルオープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社が運営するリゾートホテル、ラフォーレ強羅（神

奈川県足柄下郡箱根町強羅 1320 支配人 石黒邦彦）は客室、ロビー、レストランなど全館

におよぶデザインを一新、｢和｣の要素をモダンデザインへと昇華させた全面改修を行います。

ラフォーレホテルズ＆リゾーツがワンランク上の上質をテーマとして開発した新ブランド

「和－なごみ－」※のフラッグシップ施設として、2014年 4月 18日より名称も新たに「ラ

フォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
すみか

」として生まれ変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊豆・箱根エリアに誕生したラフォーレホテルズ＆リゾーツの 3 つの宿が 2014 年にワンランク上の上質をテ

ーマとした新スタイルとして生まれ変わりました。思わず籠りたくなるような癒しの湯に洗練された空間、

そして心に残るおもてなしで心和むひとときをお約束いたします。 

ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲・ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭・ラフォーレ修善寺 山紫水明 

※和－なごみ－ 
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客室はそれぞれ特徴ある 3 つのタイプをご用意致します。 

 

温泉露天風呂付プレミアルーム 36㎡-58㎡（屋外デッキ含まず） 

箱根の美しい四季を見渡す事が出来る露天風

呂のついた落ち着いた風格のあるお部屋です。

ダークブラウンの家具に抹茶グリーンのクッ

ションをアクセントに加え、落ち着きを表現

いたしました。温泉露天風呂からは箱根の自

然を一人占めしているかのように景色が見渡

せるため、自分だけの贅沢な時を過ごす事が

出来ます。夏には箱根の最大行事である箱根

大文字焼きを眺めながら温泉につかり、優雅

なひとときをお過ごしください。 

 

 

スタンダードルーム 35㎡-67㎡ 

晴れた日には立ち昇る大涌谷の噴煙を臨むこ

とのできるお部屋です。グレイッシュブラウ

ンの家具と壁紙にアクセントクロスを取り入

れ、涼やかな色調といたしました。洗面ブー

スは窓のある居室からの光を取り入れるしつ

らえと致しましたので晴れた日には朝日が差

し込み一層爽やかです。最大 6 名様までご宿

泊いただけるお部屋がございますのでご両親

からお孫さんまでの 3 世代旅行に是非ご利用

ください。 

 

 

温泉露天風呂付プレミアルーム（ペット可）44㎡-54㎡（屋外デッキ含まず） 

愛犬と一緒にお泊まり頂ける温泉露天風呂付

のお部屋です。お部屋の前にしつらえた専用

デッキ（9 ㎡‐11 ㎡）では愛犬と一緒に楽し

いひとときをお過ごし頂けます。愛犬専用の

浴槽もご用意致しますので。温泉露天風呂に

つかりながら愛犬とともに楽しいひとときを

お過ごしください。 
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「囲炉裏リビング」 

エントランスロビーはお客様をはじめにお出

迎えする空間として温かさと落ち着きをテー

マにリニューアルしました。中央に新設するモ

ダンな囲炉裏とそこかしこに配置された格子

の棚のある空間は、日本的な伝統と現代が融合

した洗練された場所です。リニューアル後は 

お客様に自然体でおくつろぎいただけるよう、 

全館ご自宅と同様に靴を脱いで上がって頂くスタイルを導入します。館内は板張りと畳廊下

のエリアに分かれており、冬は床暖房であたたかく、夏は畳や板張りのひんやりとしたより

自然な感触をおとどけいたします。ご到着後やお風呂上り、ご出発前のひとときをごゆっく

りお過ごしください。 

 

温泉大浴場 「白花の湯」 

箱根火山の噴煙地として有名な大涌谷を源泉とする温泉

です。日本庭園に囲まれた露天風呂では秋には紅葉、冬に

は雪景色など箱根の美しい四季が楽しめます。日により白

濁する温泉には硫黄、カルシウムを含む硫酸塩泉が含まれ、

美肌効果、動脈硬化の予防に効果があるといわれておりま 

す。露天風呂に漂う温泉と檜の香りにつつまれてごゆっくりおくつろぎください。 

 

「ミーティングスペース」 

広さ 14㎡の 5名様程度の簡単な打ち合わせから 162㎡の広さがある最大 80名様までの会議

が可能なミーティングスペースがございます。有線 LAN設備と WIFI環境を整備しております

ので離れた場所からの急な連絡にもスピーディーな対応が可能です。都心では得難いリラッ

クスできる環境を活用した多彩なご利用をお待ちしております。 

 

「スーベニアショップ」 

箱根在住の若手作家による箱根寄木細工の小物、アクセサリーの取り扱いや伊豆箱根の山々

から出る間伐材を加工したスプーン、バターナイフなどのカトラリー、メイドインジャパン

のクオリティが高い製品など「箱根」や「日本」を意識した商品を取り扱う予定です。普段

なかなか目にできない素敵な小物を手にとってお楽しみください。 

 

 

 

 

地元若手作家による寄木細工 

3,200 円(税別) 

今治産タオルてぬぐい 

1,000 円(税別) 

間伐材を加工したスプーン(18cm) 

1,800 円(税別) 
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「ダイニング 旬
しゅん

菜蔵
さいくら

」 

和食を基本としながらも洋食のエッセンスを加え

た料理を、一面に広がる窓から箱根の山々を眺めな

がらお楽しみ頂ける開放感あふれるレストラン

(110 席)です。ライブ感のあるオープンキッチンと、

かまどを新設し、奥行きのある空間に生まれ変わり

ます。 

料理は和食に洋食のエッセンスを加えた「和-なごみ-Fusion」の夕食と、「からだにやさし

い」をテーマに 10種以上の野菜、麹や味噌など発酵食品、白・黒・赤・黄・青の 5色を意

識した食材を数々盛り込んだ朝食です。浴衣でお召し上がりいただけますので、温泉でゆっ

くりした後にプロの技とぬくもりを感じる料理の数々をお楽しみいただけます。 

夕食 

おすすめ Menu 

9,500 円 

 

彩り前菜 5 種盛り 

菜の花のサーモンマリネ巻き 

ズワイ蟹のトマトファルシ 

鶏胸肉のバンバンジー彩り野菜 または 鴨胸肉の西京味噌漬け カマンベールチーズ添え 

筍と若芽 桜海老添え 

海老手毬寿司 

フォアグラのポワレ大根添え 田楽味噌 

タラバ蟹のクリーミークロケット ウイキョウのサラダ 

イサキのポワレ ハーブとバルサミコソース  

または 

牛フィレ肉のグリエ 旬野菜を添えて 

 

ご飯付け合わせパレット かまど炊きご飯 

 

こだわり玉子のクリーム・ドゥ・ブリュレ 

 

 

 

 

 

 

朝食 メニュー 抜粋 

 

小田原産釜揚げしらす大根 

葉しょうがのもろみ味噌・醤油麹 

人参たらこ和え 

お豆の白和え 

鯖西京焼き 

アオサの味噌汁 

ヨーグルト 

甘麹ドリンク 
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◆ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
すみか

 施設概要 

 

住 所：〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1320  

電 話：0460-82-2121（代表）    

客 室：総客室数 44室（178名） 

      スタンダードルーム 20室 （35㎡-67㎡） 

      プレムアルーム 20室（露天風呂付）(36㎡-58㎡※) 

      プレミアルーム 4室（露天風呂付・ペット可）（44㎡-54㎡※） 

      ※屋外デッキ含まず。 

付 帯 施 設：温泉大浴場「白花の湯」（大浴場、露天風呂、サウナ）、会議室（最大 80名） 

 

料 金：スタンダードルーム         1泊 2食付 2名利用 ￥19,800～￥34,800 

      プレミアルーム（露天風呂付） 1泊 2食付 2名利用 ￥22,800～￥43,800 

      プレミアルーム（露天風呂付・ペット可） 

1泊 2食付 2名利用   ￥24,300～￥47,800 

 

ア ク セ ス：【車】東名高速道・御殿場 ICより国道 138号線経由約 18km（約 40分） 

      【電車】東海道新幹線または小田急線・小田原駅より箱根登山鉄道に乗り

換え強羅駅下車。強羅駅よりケーブルカーに乗り換え中強羅駅(右

手)下車 

 

ホームページ：http://www.laforet.co.jp/gora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laforet.co.jp/gora/


 

 

 

6 

 

 

▼「ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
すみか

」リニューアルオープン記念 

箱根強羅の最高の日に、最高の部屋で過ごす「大」満足の夏休みプレゼント！ 

 

 キャンペーン概要 

「ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
すみか

」の約半数を占める温泉露天風呂付プレミアルー

ムでは、箱根の最大行事である毎年 8 月 16 日開催の「箱根強羅温泉夏まつり 大文字焼」

を眺めながら温泉につかり、優雅なひとときをお過ごしいただくことができます。 

見どころである「大」の字を皆さまのインスピレーシ

ョンで思い思いに表現し、それを写真に撮り応募して

ください。抽選で素敵な賞品が当たります。 

 

 

 キャンペーン期間 

2014 年 4 月 18 日～2014 年 6 月 30 日 

 

 当選商品 

特賞      ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
すみか

 8月 16日ご宿泊 

露天風呂付客室 1泊 2食付き券 ペア 1組 

旬
しゅん

菜蔵
さいくら

 賞   「ダイニング 旬
しゅん

菜蔵
さいくら

」10,000円相当ご夕食券 ペア 2組 

湯の棲
すみか

 賞     湯上りリラックスグッズ 10名様 

 

キャンペーンの詳細はホームページにてご案内いたします。 

http://www.laforet.co.jp/gora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本件に関する取材のお問合せ先◆ 

森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 / マーケティング部 青島・卜部  

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 

TEL 03-6409-2820 / FAX 03-6409-2813 /Ｅ-Mail：aoshima-y@mt-hr.com 

投稿例 

http://www.laforet.co.jp/gora/

