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「心と五感が満ちる静かなとき」

季節によって、日によって、時間によって移ろう、湯坂山の表情。

一層の静けさを演出する、須雲川の水音。

自然を存分に感じられるロケーション。

我が家のように、自然体でお過ごしいただける、

つかず離れずのおもてなし。

「はつはな」には、「その年最初に咲く桜」の意味がありますが、

桜が咲くのを待つ心でお客様をお迎えしたいという気持ちを込めて、

おもてなしします。
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一、リニューアルについて

経緯

はつはなはこれまで約30年間、女性にやさしい宿をコンセプトとした細やかなおもてなし
で、多くのお客様に愛されてきました。これまでに蓄積したノウハウを活かし、この度、
プライベート感を高めた、より特別感のあるおもてなしでリラックスいただける施設へと、
リニューアルをいたしました。

コンセプト「心と五感が満ちる静かなとき」

非日常・特別感を打ち出したリブランディング

湯坂山の風景、風の音や鳥の声、草木の香り、美
味しい料理、温もり感じる温泉など、滞在を通し
て五感がくすぐられるような体験・驚き・嬉し
い・楽しい・美味しいの数々によって心が充足し
穏やかな気持ちになれる時間を提供します。

新ロゴマークについて
5枚の桜の花びらは、「視、聴、嗅、味、触」の
五つの感覚を意味し、湯坂山や自然の風景、風の
音・鳥の声・虫の音、木々・草花の香り、料理の
味わい、肌で感じる美肌の湯などを表現していま
す。
着想を得た“あわじ結び”は、結び目が固く、簡単
に解けないことから「末永くおつきあいしていき
たい」という気持ちが込められています。

従来のホテルはつはなから、よりプライベート
感を高めるとともに、ゆったりとした客室と美
しい景色、神奈川の食材を生かしたこだわりの
お食事によって、より非日常を感じていただけ
るホテルに生まれ変わりました。
時代のニーズを捉えたサービスを提供する上質
なホテルを目指しています。
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リニューアルポイント

全客室に露天風呂を完備

４つの貸切風呂を設置

よりプライベート感を感じていただくため、全客
室に露天風呂を完備いたしました。
はつはなの上質な泉質の温泉を、24時間お好きな
時にお楽しみいただけます。

⇒詳しくはP6まで

地元神奈川の文化を生かしたお食事やお土産

趣向の異なる温泉貸切風呂を4ヶ所新設しました。
プライベート感がありながらも、客室のお風呂
より大きく、広々とした浴槽で寛いでいただけ
ます。

「川音（かわと）の湯」
「静寂（しじま）の湯」
「水面（みなも）の湯」
「明灯（あかり）の湯」

⇒詳しくはP7まで

夕食・朝食には、神奈川県のブランド牛や旬の
お野菜をはじめとする食材を使用しております。
また、付帯するギャラリーショップでは、箱根
の伝統技法である寄木細工の工芸品を展示販売
したり、神奈川県産の食材を生かしたオリジナ
ルのお酒類を販売するなど、神奈川の魅力を
たっぷりと感じていただけるラインナップに
なっています。

⇒詳しくは P11,P14まで
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二、温泉

泉質

客室露天風呂

箱根のホテルでは珍しい、温度の高い自家
源泉を保有しております。
また、泉質は無色透明のアルカリ単純温泉
です。
「美人の湯」として親しまれており、慢性
消化器病や筋肉痛にも効果があります。
アルカリ性の温泉は角質層を軟化させるた
め、肌が滑らかに感じられます。

すべての客室に設置されています。
例えば、半月型の湯舟のタイプは、大人３
名でも余裕で入れるサイズで、湯坂山に向
かってアーチ状になった面は、腰掛けられ
るようになっています。
よりプライベートな空間で、ゆったりと温
泉を楽しんでいただくことができます。

自家源泉の湯めぐりが、客室、大浴場、貸切風呂にて楽しめます。

大浴場

従来の「女性大浴場」と「やまざくら」を
リニューアルし、男女それぞれの大浴場と
して、入れ替え制で使用いたします。
1階「竹の葉（たけのは）」（元やまざく
ら）では、大きな窓越しに木々を眺めなが
ら、湯上りのひとときを過ごせます。
2階「山の端（やまのは）」（元女性大浴
場）は、ドライサウナと水風呂を新設し、
サウナには窓が設けられているので、外の
自然の景色を愉しめます。
1階、2階は設えも変更してリニューアルし、
極上のひとときをお過ごしいただけます。
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貸切風呂

趣向の異なる温泉貸切風呂を4ヶ所新設しました。

・営業時間：15:30～23:00（最終22:15）／8:00～10:30（最終9:45）
・1回45分間（ご利用料金：無料）宿泊予約時に貸切風呂の予約ができます

・「川音の湯」 1階
浴槽：四角型（インフィニティスタイル）、寝湯と深湯
あり
特徴：４か所の中で唯一の露天風呂、森の中にいるよう
な施設です。

かわと

しじま

みなも

あかり

・「静寂の湯」 3階
浴槽：八角型
特徴：窓はありませんが、４階まで吹き抜けの高い天井
と美しく格子状に組まれた梁が特徴です。

・「水面の湯」 4階
浴槽：四角型
特徴：窓の外に浴槽からつながっているような設えの水
盤です。
※車イスでの利用も可能

・「明灯の湯」 4階
浴槽：丸型
特徴：窓の外に光ファイバーを仕込んだ、石盤の庭が広
がります。
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三、客室

全客室に温泉露天風呂を完備した、心地良さと機能性を兼ね備えた和風モダンの客室（和洋
室・洋室）です。客室数を従来の47室から35室に縮小し、その分ゆったりとしたスペースで
お寛ぎいただけます。
お部屋の広さや設えによって、ラグジュアリー、グランド、プレミアム、デラックス、コン
フォートの５つのカテゴリーに分かれています。

四季折々の景観

自然をイメージした客室コンセプト

すべての客室が湯坂山と須雲川に面しており、
四季折々の景観が楽しめます（湯坂山が見える
のは3階より上で、須雲川はせせらぎの音が聞
こえますが見ることはできません）。

春は淡いピンクの山桜、秋は黄やオレンジの紅
葉など、季節によって異なる景観を楽しむこと
ができます。

客室は、「宙」 「白」 「地」の桜をイメージしたコンセプトに分かれており、
部屋のマテリアル（カラー）は、そのイメージカラーでデザインされています。
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宙（sora）

凛とした桜の気高さと
宙へほころぶ花びらを
ピンクゴールドで表し
た、華やかな空間です。

エントランスでは、春はソメイヨシノをはじ
めとする桜の木がお出迎えし、秋はイロハモ
ミジをはじめとする紅葉が楽しめ、季節感の
感じられるつくりとなっております。

地（chi）

「はつはな」を育む地
の包容力を、アースカ
ラーで表現したシック
な空間です。

白（shiro）

「はつはな」の清らか
で繊細な表情を、アイ
ボリーでデザインした
上品な空間です。



客室例

ラグジュアリー C type 緋（宙） ラグジュアリータイプの中でも
最も広いお部屋。建物の中央付
近に位置するため、抜け感のあ
る眺めが楽しめます。露天風呂
は山に向かって、腰かけられる
形状になっております。

二間（リビングルーム（畳）
＆和室、独立ベッドルーム
（フローリング））
テラス露天風呂（四角型）、
テラス用デイベッド、ツイン
ベッド（140cm×200cm）
ツイン洗面台、トイレ、
シャワールーム

プレミアム B type（地） リビング窓側に設えられたデイ
ベッドの２方向がガラス張りに
なっており、季節を問わず室内
でゆっくりと外を眺めながらく
つろげます。

ワンルームタイプ（リビング
ルーム（畳）＆ベッドルーム
（カーペット））
テラス露天風呂（四角型）、
テラス用チェア、ツインベッド
（140cm×200cm）、室内デイ
ベッド（約160㎝✕200㎝） 、
洗面台、トイレ、シャワールー
ム

プレミアム C type（白）
白木調で和室エリアがあり、
和の雰囲気を感じられるお部屋
です。半月型の湯舟は大人３名
ほどでも余裕をもって利用でき
るサイズで、湯坂山に向かって
アーチ状になった面に腰掛けら
れるようになっています。

三間（リビングルーム（畳）、
独立ベッドルーム（カーペッ
ト）、独立和室）
テラス露天風呂（半月型）、テ
ラス用デイベッド、ツインベッ
ド（140cm×200cm）ツイン洗
面台、トイレ、シャワールーム
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客室タイプ

設備・アメニティ

●全室温泉露天風呂付、全室Wi-Fi利用可、全室禁煙

【基本設備】
・シモンズベッドを設置
・日本製のオーガニックコスメ「OASAJI（オサジ）」のシャンプーを設置※一部客室を除く
・冷蔵庫にはつはなオリジナルビール2種類（さくらエール、クラフトビール）
・枕、掛布団、ベッドパットには、回収された海洋プラスティックを加工した「わた」を使用
したADVANSA社Suprelle ™ blueを採用 ※Suprelle™はADVANSA社の登録商標です
・和室用マットレスとして、リサイクル可能で洗える高反発マットレスを設置
・Bluetoothスピーカー JBL（Sony）を設置

【ラクジュアリーtypeのみ】
・バルミューダのコーヒーマシーンを設置。豆を挽くところから楽しめます。
・シャワーヘッド、ドライヤー、シャンプートリートメントには、

ホテルへの導入が珍しく、1日の滞在でも良さを実感できる「ReFa」を使用。
・冷蔵庫にフリーのシャンパン（ハーフボトル）入り。

※プラスチックごみ削減問題に貢献するため、アメニティ（歯ブラシ、カミソリ、シャワー
キャップ、ヘアブラシ、ヘアゴム）は置いておりません。 10

宿泊料金

平均価格：おひとり様1泊2食付 60,000～65,000円
※お部屋とお食事タイプによりご料金が変わります
※時期によっても変動いたします

カテゴリー 名称 広さ(㎡) 室数 定員

ラグジュアリー

ラグジュアリー A type
煌（きらめき）

67.45 1 2

ラグジュアリー B type
颯（はやて）

67.45 1 2

ラグジュアリー C type
緋（ひき）

92.29 1 4

ラグジュアリー D type
夢（ゆめ）

77.40 1 4

ラグジュアリー E type
雅（みやび）

90.91 1 4

グランド グランド 105.77 1 5

プレミアム

プレミアムＡtype 87.48 1 4

プレミアムＢtype 87.27 4 3

プレミアムＣtype 88.09 6 4

プレミアムユニバーサルtype 88.15 1 4

デラックス
デラックスＡtype 80.40 6 4

デラックスＢtype 65.39 6 3

コンフォート コンフォート 43.72 5 2

計 35 117



四、お食事
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お食事には、自然に恵まれた環境で育った地元神奈川の
食材をはじめ、近隣県から取り入れた季節の食材も使用
しています。
＜例＞
・主菜の肉料理には、神奈川県南足柄の地で唯一放牧飼
育され、雄大な箱根丹沢山麓の美味しい水と、独自で研
究された上質な飼料で丹生に飼育された「相州牛」 を使
用。また、朝食では神奈川県産をはじめとするベーコン、
ソーセージを使用。
・魚料理は、神奈川の近隣港からのお魚や、静岡県の金
太郎マスなど近隣県からの食材を使用。
・お野菜には、秦野市の野菜（バイオ使用）を使用。

ソムリエによるペアリングのご提案

数パターンのペアリングをご用意。日本酒やワインに限らず特別な
お茶なども織り交ぜながら、お料理と合わせることでよりお食事が
引き立つものをセレクト。加えて、お客様の嗜好やペースに合わせ、
その場でアレンジしながらご提供いたします。
また、お酒が召し上がれない方も一緒に楽しめるよう、ノンアル
コールのペアリングもご用意しております。

夕食

●スタンダードコース（一例）
・先付け 箱寿司、金太郎マス
・八寸 ７種盛り
・造里 鮮魚3種盛り

本鮪、白身、障泥烏賊

・焼肴 甘鯛炙り焼き、彩り野菜
・中皿 相州牛ロース炭火焼き

・炊き合わせ 鱶鰭スープ煮
・食事 小田原米「はるみ」の一人釜

赤出汁、香の物
・水菓子 季節もの

●はなゑみコース
●はなゑみスペシャルコース ※写真はスタンダードコースの例です。

地元神奈川の食材をはじめとする地場の食材を用いた日本料理

はつはなでは、温泉と同じくらい食事を楽しみに訪れるゲスト様が多くいらっしゃいます。
リニューアルしたはつはなでは、懐石料理をベースに洋のエッセンスを加えた「モダン懐石」
でおもてなしいたします。

季節ごとの食材を用いた、懐石料理の枠にとらわれず洋の要素も取り入れたモダンな和食です。
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朝食

ダイニング「はなゑみ」

本リニューアルから、和食・洋食を選
択いただけるようになりました。
地元神奈川の野菜をはじめ、ソーセー
ジ、ベーコンなど地元で作られたもの
を使用。ソーセージはプリッとした歯
ごたえと、肉汁をお愉しみいただけま
す。ご飯に使用するお米は、小田原産
を使用。しっかりとした粒感がありな
がら、ねっとりとした甘い粘りが特徴
のお米です。

・和洋チョイス可能（予約時）
・7:30～9:00（L.O.） 10:00閉店

全卓個室仕様31室、全114席の、プラ
イベート感を重視した空間です。

山側は、少し透けた感じで明るい雰
囲気です。
反対側（元宴会場）は、完全個室の
料亭風（接待にも良い、景色はな
い）

※花笑とは、万葉集に使われている
言葉です。
会話が弾み、元気になる場所、笑顔
になる場所という意味をもちます。
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温泉以外にもこだわりのつまった付帯施設をご紹介いたします。

展望テラス（6階）

「はつはな」のイメージスポットで、
フロントを通り過ぎると、展望テラ
スがございます。
湯坂山の景色を眺めながら、自然の
風を感じられる場所です。

ラウンジ（6階）

ゲストが自由にくつろげるラウンジ
です。火（炎）のゆらめきに癒され
て欲しい（五感の視）という思いで
暖炉を設けました。暖炉には年間を
通して火が灯ります。
19時～22時の間、癒し・美肌効果を
意識した、オーガニック・デトック
スのお茶をご用意しております。
好みでウォッカやテキーラをアイス
ティーに入れても楽しめます。
また、オリジナルの小菓子もご用意
いたします。

リラクゼーション「まほろみ」（5階）

「まほろ」とは「すばらしい・すて
きな」という意味を持ち、すてきな
身体をつくるお手伝いをいたします。
日本古来の湯治療法を一夜に凝縮し
た当店のオリジナルメソッド「湯治
セラピー」で、温泉のもつ力をまる
ごと堪能していただける“まっさら”
な状態の身体へと導きます。
メニュー：トリートメント、ボディ
ケア

飲み物例：お茶数種、アイスティー、カフェインレスティー、ハーブティー、ビール、
ワイン、ロングドリンクなど
小菓子例：桜の塩漬けチョコ、柚子とフランボワーズのチョコ、黒もじサンド、酒粕
チーズケーキ、汁粉など
※基本的にセルフサービスとなっております

五、付帯施設
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ここにしかない展示・手土産

ギャラリーショップ（6階）

ギャラリーの一例としては、箱根駅伝の優勝トロ
フィーを制作する「金指ウッドクラフト」の職人様
と組んで、寄木細工の展示販売をいたします。
有名作家の南部鉄器を客室やラウンジで使用するな
ど日本の文化・箱根の文化が感じられるような工夫
がされています。

お茶三種セット 客室でも無料でご提供する、三種のお茶セットです。

①茶草場（ちゃぐさば）農法 掛川茶
上品な香りとまろやかな甘い味わいがご堪能いただける、
美しい濃い緑色の深蒸し煎茶。世界農業遺産に認定された
茶草場（ちゃぐさば）農法により、掛川丘陵で大切に育て
られた最高品質の茶葉の一番茶を使用した贅沢な緑茶です。
②ジャスミン茶
厳選された中国緑茶に摘みたてのジャスミンの花を通常よ
り回数多く、香りを吸着させて作られた最高品質の商品。
③ロザージュ 紅茶
日本紅茶協会から「おいしい紅茶の店」として、30年近く
認定され続けている山のホテル「サロン・ド・テ ロザー
ジュ」で長年愛されているオリジナルフレーバーティー。

寄木細工

「作り手たちと出会い、想いを継ぐ」のコンセプトの下、長年箱根の地で営むはつはなが
出会ってきた素晴らしいアイテムとものづくりに真摯に向き合う作り手たちをご案内しま
す。箱根をはじめ、日本全国の手業が光る伝統工芸や美術工芸、地域の風土や文化がつく
りあげた生活工芸や食品を取り扱っております。旅の思い出に・贈り物におすすめです。

桜風味のクラフトエール クラフトリキュール

さくらエールは、神奈川県産の桜花から丁寧
に抽出した桜エキスを使用し、ホップ由来の
香りは抑えめに、爽やかな桜の香りの風味で
す。アルトビールは、箱根町の天然水で仕込
まれ、ミドルボディで赤みがかった琥珀色が
特徴です。客室冷蔵庫やダイニングでご提供。

かぼす酒、梅酒、ブルーベリー酒、柚子
酒、桜酒をご用意しております。桜や梅
などの素材はすべて神奈川県産のものを
使用しています。桜酒は食前酒として、
その他のリキュールもダイニングでご提
供します。

※掛川茶・ジャスミン茶は、はつはなの
オリジナル商品です

※はつはなオリジナル商品 ※はつはなオリジナル商品
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六、サステナビリティの取り組み

株式会社小田急リゾーツは、県の取り組みである「かながわプラごみゼロ宣言」賛同企業として
登録されました。この目的の達成に向け、3つの柱である取り組みを進めて参ります。
・ワンウェイプラ（使い捨てプラスチック）の削減
・プラごみの再生利用の推進
・クリーン活動の拡大等

地球にやさしい寝具

はつはなでは、SDGsへの取り組みとして、世界の沿岸で回収された海洋プラステックから加工さ
れた素材「わた」を使用した、ドイツの「ADVANSA社Suprelle ™ blue」の枕・掛布団・ベッド
パットを使用しています。和室用マットレスでは、リサイクル可能で洗える高反発マットレス 「東
洋紡 ブレスエアー」を取り入れています。
※掛け布団1.5㎏の中わたが使用されている場合
ペットボトル約75本分の海洋プラスチックごみ削減に貢献いたします。
※ Suprelle™はADVANSA社の登録商標です。

生ゴミのバイオ処理

厨房からや食べ残
しなどの生ごみを
投入し、微生物の
力で生分解します。

一部アメニティの削減

プラスチックごみ削減問題に貢献するため、ア
メニティはおいておらず、箱根の高級宿泊施設
では初の取り組みです。
はつはなでは、お客さま自身で使用している使
い慣れたアメニティをお持ち頂くこととを推奨
いたします。

間伐材使用のカトラリー

お箸とコースターに、間伐
材を使用しております。
ディナーのお箸には、箱根
檜の間伐材を使用しており、
お持ち帰り可能です。
朝食のお箸には国産桜の木
の間伐材を使用しており、
洗浄して繰り返し使用しま
す。
コースターも、箱根檜の間
伐材で作成しています。
客室、ダイニングで使用。

男女別の制服の撤廃

制服は、男女同デザ
イン。直線的なカッ
ティングのジャケッ
トが和装を連想させ
るデザインになって
います。ジャケット
と一体化した和服の
重ね襟風の襟元と、
袖口とパンツの裾に
さりげなくいれた桜
の柄で、華やかに館
内を彩ります。
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名称 ：「はつはな」
リニューアルオープン予定：2022年9月11日（日）

開業 ：1993年4月1日（開業から29年）※ 「ホテルはつはな」

客室 ：全35室 13タイプ（全室温泉露天風呂完備）
チェックイン15:00／チェックアウト11:00
全館禁煙 喫煙は6階の喫煙スペースのみ

温泉 ：貸切風呂4か所、大浴場2か所（男女入替制）

ダイニング： 31室 114席（全卓個室仕様）

付帯施設 ：リラクゼーション、ギャラリーショップ、ラウンジ、
ライブラリーコーナー、展望テラス

料金 ：お一人様 43,000円～
※1泊2食1室2名利用時（税サ込、入湯税別）

駐車場 ：25台

住所 ：〒250-0313 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川20-1

電話 ：0460-85-7321

公式サイト：https://www.hakone-hotelhatsuhana.jp/

アクセス ：【電車／新宿駅から】
「小田急ロマンスカー」で約85分
箱根湯本駅から バスで約10分

・送迎について
箱根湯本駅とホテル間で箱根湯本旅館組合の巡回バス

【車／東名高速厚木ICから】
小田原厚木道路経由～箱根新道須雲川IC出て正面

概 要
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【報道関係お問い合わせ先】

はつはなPR事務局（プラチナム内）担当：斎藤・稲垣・新井
Tel：03-5572-7351  Fax：03-5572-6075

e-mail：hatsuhana-pr@vectorinc.co.jp 


