2020 年 7 月 1 日
各 位
オリックス不動産株式会社

「ORIX HOTELS＆RESORTS」の新築旅館

「箱根・強羅 佳ら久」2020 年 10 月 2 日に開業
～7 月 1 日より宿泊予約の受け付けを開始～
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、神奈川県足
柄下郡箱根町強羅で建設中の温泉旅館「箱根・強羅 佳ら久（はこね・ごうら からく）」
を 2020 年 10 月 2 日（金）に開業しますのでお知らせします。
本日より、公式ウェブサイト（https://www.gora-karaku.jp/）で宿泊予約の受け付け
を開始します。

客室棟 東「和タイプ」

ロビーラウンジ

「箱根・強羅 佳ら久」は、オリックス不動産が新築する 2 件目の温泉旅館です。お客
さまごとに異なる「宿に求める距離感」を大切にし、予約時からお客さまに滞在中の過ご
し方や食事の好みなどを伺うことで、一人ひとりに寄り添ったおもてなしを目指します。
また、強羅の自然素材をあしらった外観や内装、眺望や自然を体感できる客室、棟の間に
配置されたテラスなど、お客さまごとにお好みの場所を見つけてお過ごしいただけます。
ロビーラウンジ、メインダイニング、展望露天風呂などがある「本館」、グリルレスト
ラン、貸切風呂、心と体を整えるスパがある「別館」、時間帯によりドリンクやフィンガ
ーフードを提供するゲストラウンジ、洋・和の 2 タイプの客室（計 70 室、全室デラック
スルーム、露天風呂付き）のある「客室棟（西・東）」の計 4 棟で構成されます。
また、箱根・強羅の雄大な自然から育まれた天然温泉を存分にお楽しみいただけるよう
に、大文字と相模湾を見通せる二つの展望露天風呂や、プライベートな空間を楽しめる三
つの貸切風呂、名湯を独り占めできる客室露天風呂を備えています。
オリックス不動産は、これからも新しい発想をもって、地域の文化や魅力を積極的に発
信し、体感いただける施設運営を目指してまいります。
以
＜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 小野・横山 TEL：03-3435-3167
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1. 「箱根・強羅 佳ら久」施設概要
「箱根・強羅 佳ら久」の名称には、自然・歴史・文化が豊かな箱根・強羅で、「めでた
いこと、佳きことが、久しく続くように」という思いが込められています。日本の伝統や
文化を大切にした「和」のフォルムを持ったデザインとし、
「際立ち そして 佇む」を外
観の設計コンセプトとしました。
本施設は、
「本館」
「別館」
「客室棟 西」「客室棟 東」の計 4 棟で構成されています。本
館と別館は共用棟で、本館には、3 階にフロントとロビーラウンジ、4 階にメインダイニ
ング「六つ喜（むつき）」
、最上階に二つの展望露天風呂を設けます。別館には、3 階に三
つの貸切風呂、4 階にスパ、最上階にグリルレストラン「十邑（とむら）
」が入ります。本
館と別館の間に「水のテラス」
、客室棟の間に「森のテラス」が配置され、佳ら久ならで
はの眺望や箱根の自然を、日常を忘れて体感いただけます。

＜3 階＞貸切風呂
＜4 階＞スパ

＜3 階＞フロント、ロビーラウンジ

＜最上階＞グリルレストラン

＜4 階＞メインダイニング「六つ喜（むつき）」

「十邑（とむら）」

＜最上階＞展望露天風呂（蒼海、明星）

別館

本館

水のテラス

客室棟 東
客室棟 西
森のテラス

ゲストラウンジ（間 AWAI）

敷地配置図

2. 温泉
大文字や相模湾まで見通すことができる本館最上
階には、箱根屈指の展望露天風呂「蒼海」と「明
星」を設けました。また、それぞれに内風呂、サウ
ナも備えています。
別館 3 階には、三種類のテーマでデザインした貸

展望露天風呂「明星」

切風呂、
「岩の湯」
「檜の湯」
「シルクの湯」をご用
意しました。大浴場とは異なる趣とプライベートな
空間をお楽しみいただけます（予約制・有料）。

貸切風呂「檜の湯」

3. 客室
窓の外の緑が近く、自然との一体感を感じること
ができる「客室棟 西」に45室、そして、上層階か
らは谷筋を見下ろし、相模湾まで見通すことができ
る「客室棟 東」に25室、計70室の温泉露天風呂付
き客室をご用意しました。各棟は5階建てで、佳ら
久ならではの眺望や眼前の自然環境を楽しむことが
できる配棟となっています。

客室棟 西「和タイプ」
（56.1 ㎡）(バルコニー含む)

客室は、全室デラックスルームの洋・和の2タ
イプで、バルコニーを含め約56㎡（居室は約44
㎡）の広さです。客室露天風呂を楽しみながらく
つろいでいただけるよう、バルコニーの広さにも
こだわっています。客室内は、日本の伝統的な素
材（和紙・木格子など）を使用し、強羅の自然風
景を取り込んだしつらえにしているほか、卓を配
してリビングと寝室を緩やかにゾーン分けするこ

客室棟 東「洋タイプ」
（57.8 ㎡）(バルコニー含む)

とで、滞在時の快適性にも配慮しています。
4. レストラン
朝晩のお食事処は、二つのレストランからお好み
でお選びいただけます。
メインダイニング「六つ喜（むつき）
」は、選り
すぐりの四季折々の和の食材を多彩な調理法でお楽
しみいただける会席レストランです。
「水のテラ
ス」の水景を堪能できるよう一面に窓ガラスを設け

メインダイニング「六つ喜（むつき）」

た開放的な空間で、個室・半個室・2～4 人席をご利
用いただけます。
「十邑（とむら）
」は、シェフのダイナミックな
技とともに、厳選された肉や海鮮、旬の野菜などを
鉄板焼きでぜいたくに楽しめるグリルダイニングで
す。別館最上階に位置するこのレストランからは、
明星ヶ岳と大文字の景色をご覧いただけます。カウ
ンター席、個室、テーブル席をご用意しています。

グリルダイニング「十邑（とむら）」

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、ゲストラウンジとテラスをご用意しました。
「ゲストラウンジ 間（AWAI）
」は、施設の中心
となる場として、客室棟への導線上に配置しまし
た。夕食後のアルコールや朝食後のコーヒーなど、

ゲストラウンジ「間（AWAI）
」」

日中や入浴後にのんびりとくつろいでいただけま
す。また、敷地内に設けた「水のテラス」と「森の
テラス」では、自然を感じながらお過ごしいただけ
ます。
水のテラス

6．開業記念宿泊プラン
2020 年 7 月 1 日（水）より、宿泊プラン予約の受け付けを開始します。
・宿 泊 期 間：2020 年 10 月 2 日（金）～2021 年 3 月 31 日（水）
・客室タイプ：デラックスルーム（洋タイプ、和タイプ、各約 56 ㎡（バルコニー含む））
・料

金：41,800 円～

※2 名 1 室 1 名あたり 夕朝食付き ※消費税・サービス料込み・入湯税別途

・予 約 方 法：公式ウェブサイト：https://www.gora-karaku.jp/
お電話でのご予約：0460-83-8850
※お電話での宿泊予約受付時間は、午前 9 時～午後 6 時です。
※営業においては、厚生労働省から公表された「新しい生活様式」および「宿泊施設における新型コロナウイルス対応
ガイドライン」などの関連する業界団体のガイドラインに基づいて当社が独自に策定した「『With COVID-19』下に
おける運営・サービス方針」を適用します。https://www.orix-realestate.co.jp/news/pdf/20200601press.pdf

7. 施設概要
所在地

神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1300-8 他

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」、グリルダイニング「十邑」

スパ

Gora Spa AIOI（運営会社：株式会社ザ・デイ・スパ）

その他

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/

8. ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」概要
オリックス不動産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ます。ご年齢
や同行者、旅の目的や仕方などさまざまな利用シーンにあった旅のご提案ができるブラン
ドを目指します。
【ブランドカテゴリー】

