2017 年 1 月

プリンスホテル
箱根エリアに位置する 3 施設のバリューアップを実施
2017 年 3 月リニューアルオープン：
【ザ・プリンス 箱根芦ノ湖】 別館全客室、レストラン
【箱根湯の花プリンスホテル】 全客室
2017 年 夏リニューアルオープン :【芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿】 本館を温泉施設へ
株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役社長：赤坂茂好）は、箱根エ
リアに位置する 3 施設のバリューアップを実施いたします。
芦ノ湖畔に位置する「ザ・プリンス 箱根芦ノ湖」(所在地：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 144、総支
配人：井上画期)は、別館の全客室(44 室)をリニューアルするとともに、グリルレストランを新設いた
します。また、箱根でもひときわ標高の高い湯の花高原に佇む「箱根湯の花プリンスホテル」(所在地：
神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯 93、総支配人：宮地博篤)は、全客室(59 室)のリニューアルを実施いた
します。ザ・プリンス 箱根芦ノ湖に隣接する「芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿」(所在地：神奈川県足柄下
郡箱根町元箱根 139、総支配人：井上画期)は、1938 年に建てられた歴史的建築物である「本館」を全
館リニューアルし、日帰り入浴も可能な温泉施設にいたします。ザ・プリンス 箱根芦ノ湖、箱根湯の
花プリンスホテルは 2017 年 3 月に、芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿は 2017 年夏にオープンいたします。
プリンスホテルは箱根エリアにおいて 5 つの宿泊施設のほか、4 つのゴルフ場、箱根園や箱根駒ヶ岳ロ
ープウェーを運営し、日帰りのレジャーから長期滞在や MICE まで、多様なニーズに対応しております。
2015 年 6 月には西武観光バスと連携し、都内とザ・プリンス 箱根芦ノ湖を結ぶ高速バス「プリンスエ
クスプレス 箱根芦ノ湖」も運行を開始し、首都圏のお客さまや都内に滞在している訪日外国人旅行者
の方々に、より手軽に箱根を訪れていただけるようになりました。
今回のリニューアルにより、古くから江戸の奥座敷として親しまれてきた箱根最大の魅力である“温泉”
の強化を図り、エリア内の各施設が一体となり温泉、宿泊、食事、観光の総合リゾートとして国内外の
お客さまの箱根への誘客を図ってまいります。
箱根エリアのプリンスホテルリニューアル実績
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フラッグシップホテル
別館全客室(44 室)
グリルレストラン新設
※本館は 2007 年 4 月

全客室(59 室)

内容

本館をリニューアルし、
温泉施設として営業

時期

2017 年 3 月リニューアルオープン

2017 年夏リニューアルオープン

2017 年 3 月リニューアルオープン

2015 年 4 月リニューアル済

59 室

100 室

施設名

リニュ

全客室(100 室)

リニューアル済

客室数

135 室（本館 91 室・別館 44 室）

(改装後)

24 室(別館)
別館はリニューアルいたしません

◎本件に関する報道各位からのお問合せ
プリンスホテル 箱根芦ノ湖地区事業戦略
TEL:0460-83-1112

FAX:0460-83-1213

レストラン
露天風呂新設

箱根は古くから江戸の奥座敷として知られ、現在でも年間約 2,000 万人の方が訪れる日本有数の観光地です。
プリンスホテルでは、箱根地区に「ザ・プリンス 箱根芦ノ湖」、「芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿」、「箱根湯の花プリン
スホテル」、「箱根仙石原プリンスホテル」、「箱根園コテージ」の 5 つの宿泊施設をはじめ「大箱根カントリークラ
ブ」、「箱根湯の花ゴルフ場」、「箱根園ゴルフ場」、「西熱海ゴルフコース」の 4 つのゴルフ場、「箱根園」、「箱根
駒ヶ岳ロープウェー」を運営し、宿泊や温泉、食、レジャーの多面的な展開を行っております。

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 別館 リニューアル概要
リニューアル概要
ザ・プリンス 箱根芦ノ湖では別館の全客室(44 室)をリニューアルするとともに、グリルレストランを新設いたします。
別館の客室は全室 4 名利用が可能で、ご家族や三世代、お仲間同士のご利用に適した施設です。今回は、
「箱根の四季や自然を感じることができるレイクサイドリゾート」をテーマにフロアごとにアクセントカラーを設定し
た内装にいたします。
また、従来宴会場であった所に、ブッフェ対応も可能なグリルレストランを新設いたします。このレストランでは、
地元食材を活かしたメニューをカジュアルでありながら上質な空間の店内で提供いたします。
※本館は 2007 年 4 月に全客室（91 室）リニューアル済
1. 別館 全客室（1～4 階、全 44 室）
フロアごとにアクセントカラーを設定し、箱根の四季折々の大自然を感じられる
客室・フロアにいたします。

2. グリルレストラン(１階) ※新設

別館客室イメージ

カジュアルでありながら上質な空間の店内で、地元食材を活かしたメニュー
のパフォーマンスも行います。
【場所】ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 別館 1 階
【席数】ブッフェゾーン 52 席・個室ゾーン 42 席
レストランイメージ

箱根湯の花プリンスホテル リニューアル概要
リニューアル概要
白濁の温泉露天風呂を有する、「箱根湯の花プリンスホテル」では、特徴である
和室を活かした全客室 59 室のリニューアルを実施いたします。
モダンな雰囲気を活かし「花」「山」などの自然の彩を加えたデザイン性の高い
内装にリニューアル。また、4 階の全客室(10 室)には低床ベッドを導入し、シニア
の方や訪日外国人旅行者にも快適に過ごしていただける施設にいたします。

ベッドルームイメージ

芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿 リニューアル概要
1938 年宇治の平等院鳳凰堂を模して建てられ
年宇治の平等院鳳凰堂を模して建てられ、
、世界各国の著名人に日本の伝統的な建築を味わうことが
世界各国の著名人に日本の伝統的な建築を味わうことが
できる施設として愛され
できる施設として愛された「本館」
た「本館」(2012 年より営業休止
年より営業休止)を、日帰り利用も
日帰り利用も可能な
可能な温泉施設としてリニ
温泉施設としてリニ
ューアルいたします。
ューアルいたします。既存の大浴場
大浴場を男性専用の浴室とし、内湯や露天風呂、フィンランドサウナを整
男性専用の浴室とし、内湯や露天風呂、フィンランドサウナを整
備するほか、新たに女性専用の内湯・露天風呂、スチームサウナを設置いたします。
するほか、新たに女性専用の内湯・露天風呂、スチームサウナを設置いたします。
また、ご宿泊、日帰り両面での利便性を向上するため、湯休処、お食事処、ご宿泊者専用ラウンジ
ご宿泊、日帰り両面での利便性を向上するため、湯休処、お食事処、ご宿泊者専用ラウンジ
ご宿泊、日帰り両面での利便性を向上するため、湯休処、お食事処、ご宿泊者専用ラウンジ等の
等の
付帯施設も
も整備いたします。
いたします。
１．温泉施設
＜露天風呂＞ 男湯は
は既存の浴室を改装
既存の浴室を改装し、女
し、女湯は建物から浴室全体が芦ノ湖に突き出るように増床
は建物から浴室全体が芦ノ湖に突き出るように増床
は建物から浴室全体が芦ノ湖に突き出るように増床いた
します。いずれからも芦ノ湖と富士山の景色をご覧いただけます
。いずれからも芦ノ湖と富士山の景色をご覧いただけます。
。いずれからも芦ノ湖と富士山の景色をご覧いただけます
＜内

湯＞ 男湯、女湯ともに内風呂からも芦ノ湖と富士山の景色を楽しめるよう大窓を設置
男湯、女湯ともに内風呂からも芦ノ湖と富士山の景色を楽しめるよう大窓を設置
内風呂からも芦ノ湖と富士山の景色を楽しめるよう大窓を設置いたします
いたします。

＜サ ウ ナ＞ 男湯には
は「フィンランドサ
「フィンランドサウナ」を、女湯には
、女湯には「スチームサウナ
スチームサウナ」を設置いたします
スチームサウナ
いたします。
＜湯 休 処＞ 女性専用湯休処を新設し、ホールとエントランスの湯休処
女性専用湯休処を
、ホールとエントランスの湯休処を男女共有で
、ホールとエントランスの湯休処 男女共有でご利用いただけ
ご利用いただける
スペースといたします。また、ご宿泊者専用のプレミアムラウンジも新設いた
スペースといたします。また、ご宿泊者専用のプレミアムラウンジも新設いた
いたします。また、ご宿泊者専用のプレミアムラウンジも新設いたします。
します。
＜レストラン＞ 温泉の後にお食事をお楽しみいただける
温泉の後にお食事をお楽しみいただけるレストラン
レストランを新設いたします。
を新設いたします。
＜マッサージルーム＞ マッサージルームを新設いたします。
マッサージルームを新設いたします。

【女性用露天風呂（増築）イメージ】

【男性用大浴場（改築）イメージ】

≪温泉施設概要
施設概要≫

営業時間

料金

11:00A.M.～10:30P.M.（最終入館 10:00P.M.）
・宿 泊 者 ⇒11:00A.M.～10:30P.M.（龍宮殿別館ご宿泊者）
・外 来 ⇒11:00A.M.～6:00P.M.（最終入館 5:30P.M.）
:30P.M.）
※季節により営業時間が変更になる場合がございます。

日帰り入浴 大人1,800円／小学生1,000円／幼児500円（税別／大人は入湯税50円別途）
※龍宮殿 別館ご宿者無料。ザ・プリンス 箱根芦ノ湖のご宿泊者は割引料金にてご利用可能

施設内容

【男湯・女湯 共通】
温泉（内湯・露天）／掛け湯／洗い場／パウダールーム／湯休処／ラウンジ／レストラン
【男湯のみ】
フィンランドサウナ
【女湯のみ】
スチームサウナ／レインシャワー／マッサージルーム／湯休処

泉質

カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉

効能

神経痛・筋肉痛・関節痛他

施設概要(リニューアル後)
ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
【開 業 日】1978 年 6 月 12 日
【客 室 数】135 室 本館：91 室 別館：44 室
【レストラン数】4 ヵ所
【宴会場数】10 室
【T E L】0460-83-1111
ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 外観

芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿
【開 業 日】1957 年 7 月
【客 室 数】24 室(別館)
【レストラン数】2 ヵ所
【宴会場数】5 室
【T E L】0460-83-1121

箱根湯の花プリンスホテル

芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿 本館外観

【開 業 日】1988 年 7 月 29 日
【客 室 数】59 室
【レストラン数】1 ヵ所
【宴会場数】3 室
【T E L】0460-83-5111
箱根湯の花プリンスホテル 外観

※本リリースに掲載の情報は 2017 年 1 月時点のものであり、内容が変更となる場合もございます。

