
 
2020 年 9 月 17 日 

各 位 
オリックス不動産株式会社 

 

10 月 2 日に開業の「箱根・強羅 佳ら久」、館内を動画で初公開 

～「箱根連山と相模湾を遥か見わたす絶景。思い思いの時間に浸れる宿」の全容紹介～ 

 

オリックス不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：深谷 敏成）は、自社で開発・

運営を手掛ける二軒目の新築旅館「箱根・強羅 佳ら久（はこね・ごうら からく）」（所

在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅）において、2020 年 10 月 2 日（金）の開業※1 に

先駆けて、本日より、館内をご紹介する動画を公開しますのでお知らせします。 

URL：https://www.youtube.com/watch?v=4nKAfid8eaI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「箱根・強羅 佳ら久」のコンセプトは、「思い思いの時間に浸れる宿」。大文字や相模

湾を見通せる強羅屈指の景観を有し、雄大な自然に囲まれたロケーションを生かした温泉

旅館です。動画では、全 70 室が客室露天風呂付きのデラックスルーム、緑や水のせせらぎ

を感じるテラスやゲストラウンジなどのパブリックスペース、そして強羅 大級※2 の広さ

を有する展望露天風呂など、自然を身近に感じる開放的な空間をご紹介します。 

 

開業にあたり、総支配人の藤井 育郎は、次のように述べています。 

「ORIX HOTELS & RESORTS」に新しい温泉旅館が誕生します。まず、安心して旅を

お楽しみいただけるよう、当社のクレンリネスポリシー※3に基づく衛生対策などを徹底し、

お客さまをお迎えいたします。当館は、箱根の名湯を心ゆくまで堪能いただけるよう趣の異

なる風呂をご用意し、風景との調和を大切に設計しています。箱根の四季を感じ、思い思い

にくつろげる特別な時間をお過ごしください。新たに誕生する当館では、地域の魅力を発信

し、お客さまの心に残る滞在体験のご提供に努めてまいります。 

 

オリックス不動産は、これからもお客さまのニーズやライフスタイルに沿った施設を開

発し、地域のさらなる活性化に貢献してまいります。 

以 上 
※1  2020 年 7 月 1 日付プレスリリース「箱根・強羅 佳ら久」2020 年 10 月 2 日に開業」参照。 

※2  オリックス不動産株式会社調べ。 

※3  全てのお客さまに安心・安全にご利用いただけるよう定めた衛生管理などの指針とそれに基づくガイドライン。 

藤井 育郎総支配人 展望露天風呂「蒼海」 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 山本・小野・亀田 TEL：03-3435-3167 



 

＜当館の特徴・概要＞ 

1.コンセプト 

“箱根連山と相模湾を遥か見わたす絶景。 

ここに、思い思いの時間に浸れる宿があります。” 

 

「箱根・強羅 佳ら久」は、雄大な自然に抱かれ、

心ゆくまで温泉を楽しめる滞在をご提供します。

館内は、日本の伝統が根ざす空間美を木材や石、

竹などを用いて表現しています。 

 

2. 温泉 

（1）展望露天風呂 

 大文字や相模湾まで見通すことができる強羅屈

指の展望露天風呂「蒼海」と「明星」を 上階に

設けています。「蒼海」は、透明な温泉に映えるよ

うに浴槽など白を基調としており、水盤があしら

われた露天風呂からは景観に溶け込むような開放

感を味わえます。「明星」は、通称“大文字山”と

呼ばれる明星ヶ岳を見上げることができ、季節ご

とに変化する情景をお楽しみいただけます。 

 

営業時間：午前 5 時～10 時、午後 3 時～12 時（男女入れ替え制） 

施  設：蒼海 露天風呂 1、内風呂 1、水風呂 1、ミストサウナ 1 

     明星 露天風呂 1、内風呂 1、水風呂 1、ドライサウナ 1 

 

（2）貸切風呂 

 庭園を擁する貸切露天風呂は、入浴の合間に外に出て涼むなど休憩の場所としても使用

可能です。夜は庭園をライトアップし幻想的な演出をします。お風呂は、強羅の石を使用

し自然の力強さを表現した「岩の湯」、檜の香りに満たされる「檜の湯」、真っ白なミクロ

泡に包まれる「シルクの湯」の 3 種からお選びいただけます。 

※シルクの湯は温泉ではありません。 

 

営業時間：午前 5 時～10 時、午後 3 時～12 時（予約制） 

利用料金；1 時間 5,000 円（税込み）  

 

 

 

 

 

 

 

 

展望露天風呂「明星」 

「岩の湯」            「檜の湯」             「シルクの湯」 

外観 



 

3. 客室 

70室全てがデラックスルーム・露天風呂付きの客室は、眼前に広がる緑豊かな自然と調

和するナチュラルな色合いで統一されており、客室タイプごとにデザインされた家具が配

されるなど、洗練されたしつらえにしています。さらに、サータ社と共同開発した佳ら久

のオリジナルマットレスのほか、ガラススピーカーや美容家電もご用意し快適性を追求し

ています。 

また、ご高齢の方や車いすをご利用の方の動線に配慮したユニバーサルルーム（1室）

もご用意しました。入り口の扉は引き戸を採用し、客室露天風呂には移乗スペースを備え

るなどの工夫をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. レストラン 

（1）メインダイニング「六つ喜（むつき）」 

「六つ喜（むつき）」では、全国から厳選した旬の食材を使用した、会席料理をベース

にした和食をお楽しみいただけます。夕食は、月わりの季節の前菜からはじまり、パティ

シエがつくる美しい水菓子など全 8 品で構成されます。メインは魚料理と肉料理、合わせ

て 6 種類の中から 2 品を選べるプリフィックスタイルでご提供します。朝食は、土鍋でふ

っくらと炊き上げた白米と、料理長がこだわり造りあげたごはんのお供をお召し上がりい

ただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客室例 客室の露天風呂 

メインダイニング「六つ喜」 朝食イメージ 



 

（2）グリルレストラン「十邑（とむら）」 

「十邑（とむら）」では、厳選したブランド牛や

相模湾や駿河湾でとれた海産物盛り込んだグルリ

コースをお楽しみいただけます。夕食は、中央に

位置する大型の鉄板で、熟練のシェフがそれぞれ

の食材の持ち味を引き立てる調理方法で焼き上げ

る、全 8 品のコースです。約 70 種類のワインをそ

ろえ、お客さまのお好みにあわせてソムリエがご

提案をします。朝食は全国から取り寄せた、たま

ごやベーコン、野菜、牛乳などの食材を使用。メ

インは、オムレツと鉄板でつくるガレットからお

選びいただけます。 

 

5. 共用部分 

 お客さまにお好みで過ごしていただく空間として、ロビーラウンジをはじめ、ゲストラ

ウンジ、テラスをご用意しました。 

 ロビーラウンジでは、ウェルカムフードとドリンクをご用意し、ソファ席でタブレット

を活用しゆっくりとチェックインのお手続きをしていただけます。ショップ＆ギャラリー

を併設しており、寄せ木細工、焼きもの、オリジナルのお茶や菓子、アメニティなどが揃

います。 

「ゲストラウンジ 間（AWAI）」は、朝夕にフリーフロータイムを設け、ドリンクやフ

ィンガーフード、スイーツなどを無料でお楽しみいただけます。夜はバータイムに変わ

り、ワインやシャンパン、おつまみなどをご用意します。また、間（AWAI）から森のテ

ラスへ移動することができ、テラスでドリンク片手にお過ごしいただくことも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリルレストラン「十邑」 

水のテラス                    森のテラス  

ゲストラウンジ 間（AWAI）              ロビーラウンジ 



 

6. クレンリネスポリシー 

すべてのお客さまに、安心・安全にご利用いただ

けるよう、オリックス不動産株式会社とオリック

ス・ホテルマネジメント株式会社では、クレンリネ

スポリシー（『With COVID-19』下における運営・

サービス指針）を策定し実践しています。 

 

＜取り組み例＞ 

①衛生管理推進責任者の配置 

衛生管理推進責任者は、お客さまを万全な状態でお迎えできる体制の整備に努めるととも

に、本ガイドラインおよび施設運用マニュアルの遵守状況をチェックし、また、従業員へ

の周知徹底を図ります。 

②クリーンステイ・ルームシール 

クリーンステイ・ルームシールは、客室をガイドラインに基づき清掃・消毒し、それらに

加えてお客さまの手などが触れる回数が高い箇所を専用クリーナー等で丁寧に拭き上げた

ことを保証する目印です。客室清掃完了後、ドア部に貼付し、客室の衛生管理状態を保証

します。 

③混雑回避システムを導入 

混雑回避システムを導入し、客室にいながら大浴場やゲストラウンジの混雑状況を確認い

ただくことができます 

 
ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト内「クレンリネスポリシー」  
https://www.orixhotelsandresorts.com/info/2020/09/16/3604/ 
 

7. 施設概要 

所在地 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1300-8 

敷地面積 7,200.43 ㎡ 

延床面積 10,252.34 ㎡ 

棟数 4 棟（地上 3 階地下 2 階が 2 棟、地上 2 階地下 1 階が 1 棟、地上 4 階地下

1 階が 1 棟） 

客室数 70 室（洋タイプ・和タイプ／西棟、東棟） 

温泉 展望露天風呂（蒼海、明星）、貸切風呂（檜の湯、岩の湯）、客室露天風呂 

料飲施設 メインダイニング「六つ喜」、グリルレストラン「十邑」 

スパ Gora Spa AIOI（運営会社：株式会社ザ・デイ・スパ） 

共用施設 ゲストラウンジ「間（AWAI）」、水のテラス、森のテラス 

設計 株式会社入江三宅設計事務所 

施工 株式会社フジタ 

開業 2020 年 10 月 2 日 

URL https://www.gora-karaku.jp/ 

クリーンステイ・ルームシール（イメージ） 



 

8. ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」概要 

オリックス・ホテルマネジメント株式会社が運営する宿泊施設のうち国内 12 施設を対

象とした旅館・ホテル運営の事業ブランドです。ブランドのコンセプトは、「また行きた

い、と思っていただける場所。」。お客さまのさまざまなご要望や時にはお客さま自身も気

づかないニーズに対して新鮮なご提案ができる存在でありたいと考えています。

https://www.orixhotelsandresorts.com/ 

 

（1）宿泊施設一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）事業ブランドにおけるカテゴリー概要 

「ORIX HOTELS & RESORTS」のブランドは、4 つのカテゴリーで展開しています。

お一人やご友人、ご家族などの同伴者、旅の目的や仕方など、さまざまな利用シーンにあ

った旅をご提案します。「箱根・強羅 佳ら久」は、「温泉旅館」カテゴリーに属します。 

 

【ブランドカテゴリー】 

 

 

 

 

 

 


