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２０１９年１１月１８日 

報道関係各位 

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ 

 

 

 

 

 
 
 
 

２０１９年３月にオープンした熱海の複合型リゾート「ＡＴＡＭＩ ＢＡＹ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲＡＫＵＥＮ 

（熱海ベイリゾート後楽園）」では、１２月の一か月間、クリスマスイルミネーションをはじめ、様々なイベントを実施いたします。 

宿泊施設「熱海後楽園ホテル」では、クリスマス限定宿泊プランを展開。クリスマスケーキが付いたファミリー向けのプランから

グラスシャンパンが付いたカップル向けのプランの他、料理長自慢の和会席料理と豪華特典を満喫できるプラン等、宿泊シーン

に合わせてお選び頂ける３タイプのクリスマスプランをご用意。地上７９ｍのホテル最上階に位置し、煌めく夜景を一望できる

バーラウンジではクリスマス限定カクテルが登場します。その他、レストラン「ＨＡＲＢＯＲ‘Ｓ Ｗ」では「クリスマスフェアと冬・

静岡の恵み」を開催。冬の味覚たっぷりの料理と華やかなクリスマスメニューを提供します。１２月のＡＴＡＭＩ ＢＡＹ 

ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲＡＫＵＥＮはクリスマス一色でお楽しみいただけます。 

各イベントの詳細は下記をご覧ください。 
 

※本資料の価格表記は全て税別となります。 
 

◆ＡＴＡＭＩ ＢＡＹ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲＡＫＵＥＮ 

・クリスマス限定イルミネーション、巨大クリスマスツリーが登場 

期間：１２月１日（日）～１２月２５日（水） 

ホテルエントランスに５ｍの巨大クリスマスツリーが登場します。 

また、新館ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥの入口「スクエアガーデン」 

では、ＡＴＡＭＩのモニュメントが、クリスマス限定のイルミネーションでお迎えいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージ 

２０１９年３月に開業した熱海の複合型リゾート 

ＡＴＡＭＩ
ア タ ミ

 ＢＡＹ
ベ イ

 ＲＥＳＯＲＴ
リ ゾ ー ト

 ＫＯＲＡＫＵＥＮ
コ ウ ラ ク エ ン

 

「クリスマスイベントのお知らせ」 
５ｍの巨大クリスマスツリーをはじめ、クリスマス仕様のスペシャルイルミネーションなどのフォトスポットが登場！ 

ホテルではクリスマス限定宿泊プランが登場、レストランでは「クリスマスフェア」を開催。 

宿泊でも日帰りでもお楽しみ頂けるイベントを多数開催 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

クリスマスツリー 

ＡＴＡＭＩモニュメント 
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◆日帰り温泉施設「オーシャンスパ Ｆｕｕａ」 

・女性スパ かけ流し露天湯 季節湯 『エンジェルフラワー湯』 

期間：１２月２４日（火）・２５日（水）２日間限定 

洋蘭の生花を浮かべた、贅沢な気分を味わっていただけるかけ流しの露天風呂です。 

海を眺めながら、優美で華やかなひと時をお楽しみいただけます。 
 

・ロウリュ 『クリスマスブレンドアロマ』 

期間：１２月１日（日）～２５日（水） 

クリスマスシーズンにぴったりなイランイランとローズマリーのブレンドアロマで、 

ロウリュをお楽しみいただけます。 

平日   １５：００～、２１：００～ 

土日祝  １４：００～、２１：００～ 
 

◆熱海後楽園ホテル 

・クリスマス限定宿泊プラン 

期間：１２月２１日（土）～２５日（水） 

料金：１７,０００円～５２,２００円 

お客様のシーンに合わせて、お部屋タイプ別に３プランをご用意。 

クリスマス限定デザートやドリンク等の豪華特典が付いた特別プラン。 
 

①【タワー館】和食で楽しむ贅沢旅 エクセレンシィフロア・クリスマスプラン 

タワー館上階層、上質な空間で過ごす、ワンランク上のクリスマスをお過 

ごしいただけます。会席料理と共に、グラスシャンパン（モエ・エ・シャンドン） 

と、デザートプレート＆デザートワインをお楽しみいただけます。 

また３つの中から選べる特典（Ａ～Ｃ・１つ選択）も。 

Ａ・オーシャンスパＦｕｕａペア入館券  

Ｂ・クリスマスフラワーＢＯＸ  

Ｃ・Ｘ‘Ｍａｓコスメセット、エステ、リラクゼーション、いずれかひとつ癒しのプレゼント 

  

 

 

 

 

 

②【タワー館】海夜景一望 スタンダードフロア・クリスマスプラン 

ご夕食は、最上階のレストランで夜景を眺めながら、クリスマスディナーブッフェをお楽しみいただけます。 

グラスシャンパン（モエ・エ・シャンドン）をご用意。ご夕食後にはクリスマスケーキをお部屋にお届けします。 

お子様には、サンタクロースからのプレゼントも。 
 

③【ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥ】 カップル・ご友人と 気軽に温泉クリスマスプラン 

リーズナブルに温泉でクリスマスを楽しみいただけます。 

オーシャンスパＦｕｕａ入館券をご用意するほか、バータイムには、クリスマスデザートプレートとグラススパークリング 

ワインをお楽しみいただけます。 

ラメール ドゥ シエル クリスマスキット 
 
海の恵み 96 種類配合アルゴロジーと、自然成分
90％ 以上コンフォートゾーン製品を詰め合わせ
た特別なクリスマスキット。 
・クレンジングミルク ・ミセラウォーター 
・化粧水 ・オーガニックシャンプー＆トリートメント 
など、セットにより内容が異なります。 

寝ているだけで発汗！ 

脂肪燃焼 温熱ドーム 30 分 
 
遠赤外線ドームで身体の芯から温め
脂肪燃焼を促しながら、体内の老廃
物を汗と一緒にデトックス。肩こりや冷
え性改善にも。 ボディまたは、 

フットマッサージ 30 分 
にヘッドコース 5 分付 
 

特典一例 
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◆バーラウンジ エブタイド 

・クリスマス限定カクテル 

クリスマスらしい色鮮やかなオリジナルカクテルを展開いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

◆フードマーケット「ＩＺＵ－ＩＣＨＩ」内のレストラン「ＨＡＲＢＯＲ‘Ｓ Ｗ」  

・クリスマスフェアと冬、静岡の恵み 

ＨＡＲＢＯＲ‘Ｓ Ｗでは、クリスマス×冬の静岡食材をテーマにした、『クリスマスフェアと冬･静岡の恵み』を開催致します。 

ローストチキンや窯で焼き上げるデザートピザ、ほっこり温まるクリームシチューの他、苺を使ったショートケーキ等、クリスマス 

ムードを演出するシェフこだわりの華やかなメニューが並びます。また、オリジナルカクテルやクリスマススイーツプレートも販売し 

ます。(スイーツプレートはティータイムのみ) 

クリスマスの特別な時間を豪華に彩る、『クリスマスと冬、静岡の恵み』をお楽しみ下さい。 

◎期 間：２０１９年１２月１日（日）～１２月２５日（水） 

ランチブッフェ （１１：３０～１５：００）  

ディナーブッフェ（１７：３０～２１：３０） 

◎料 金： 

ランチブッフェ   大人３,０００円  小人１，８００円 

ディナーブッフェ 大人５,５００円  小人３，３００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オリジナルカクテル、ドリンク 

冬らしさをイメージしたオリジナルカクテルとドリンクの計４種をご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

フローズンストロベリー 800 円 
 
甘酸っぱく仕上げた 2 つのベリーの 
絶妙なハーモニーのカクテル。 

ガルフストリーム ８0０円 
 

目の前に広がる海に、雪が 
吸い込まれていくイメージで。 
フルーティで飲みやすいスノー 
スタイルのカクテル。 

抹茶ミルクフローズン ７0０円 
 

抹茶の香りとまろやかでクリーミー
な口当たりのノンアルコールカクテ
ル。色鮮やかな掛川産煎茶パウ
ダーのトッピングがアクセント。 

ＨＡＲＢＯＲ’Ｓ Ｗ  
オリジナルココア ６５０円  

 
はちみつの優しい味わいのココア。 

（ホット・アイス 熱海はちみつ付き） 

ＨＡＲＢＯＲ’Ｓ Ｗ 
オリジナルウインナーコーヒー ６５０円 
 
クリームたっぷり。なめらかな口当たりを 
お楽しみいただけます。 

ボンベイサファイアのアップルフィズ  

1,000 円 
 
プレミアムジンとアップルリキュールを合わせた 
程よい甘さのスッキリとしたカクテル。 
 

スターオブボンベイのアップルフィズ  

1,200 円 
 
ワンランク上のプレミアムジンを使用した上品で 
風味豊かな味わいをお楽しみください。 

 

メニュー一例（画像はイメージ） 
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・クリスマススイーツプレート 

アラカルトでは、見た目も楽しいスイーツをワンプレートに 

デコレーションした、『期間限定クリスマススイーツプレート』が登場。 

【ティータイム】 １５：００～１７：３０ 

 

 

 

・クラウンブッチィーのバルーングリーティング 

期間：１２月２１日（土）～２４日（火）タワー館２F フロントロビー 

後楽園のアイドル！バルーンアートでおなじみクラウンブッチィーがクリスマスにも 

やってきます。驚きのバルーンアートの数々がお客様をお出迎えします。 

 

・１２月大道芸スケジュール 

テレビでは見られない、パフォーマーによる大道芸を生でお楽しみいただけます。 

【ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥ ２Ｆ】 １３：００～、１５：００～ 

8 日（日）たっきん   高い技術とテンポの良いショー運びで、楽しいパフォーマンスを展開します。 

15 日（日）DAISUKE       様々な道具を使って繰り出す多彩なパフォーマンスは、一見の価値あり。 

28 日（土）Juggler KaNaTa   スピーディ且つスタイリッシュなテクニックで圧倒的な空間を作り上げます。 

29 日（日）Performer Yu-ki  親しみやすい笑顔と軽快なトークで、観客を魅了するパフォーマー。 

30 日（月）小林智裕   スピーディでキレのある技を持つ実力派。誰もが楽しめるショーをお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  熱海ベイリゾート後楽園 について 

熱海後楽園ホテルを中心とする複合型リゾート「ＡＴＡＭＩ ＢＡＹ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲＡＫＵＥＮ」 

は、宿泊施設「熱海後楽園ホテル」に加え、熱海最大級の日帰り温泉施設「オーシャンスパＦｕｕａ」、海辺のロ 

ケーションで 伊豆の食材やオリジナルクラフトビールが楽しめるレストラン「ＨＡＲＢＯＲ‘Ｓ Ｗ」と、伊豆周辺の“美 

味しい食”と出会うことができる食のマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」などが集まる「ＩＺＵ－ＩＣＨＩ」を展開し、日帰 

りでも楽しめる新しい街として生まれ変わり、温泉地である熱海での新しい過ごし方を提案します。 

 

◎名 称：ＡＴＡＭＩ ＢＡＹ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲＡＫＵＥＮ 

◎場 所：静岡県熱海市和田浜南町１０－１ 

◎主要施設：ホテル（既存８９室 新設１００室 計１８９室）、  

日帰り温泉施設「オーシャンスパ Ｆｕｕａ」、 レストラン「ＨＡＲＢＯＲ‘Ｓ Ｗ」 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://atamibayresort.com/ 

◎運営会社：株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ 

◎お客様からのお問い合わせ先：予約センター企画 ＴＥＬ：０５５７－８１－００４１ 

クリスマススイーツプレート ８８０円 

※コーヒー・紅茶・ソフトドリンク付 １,１８０円 

たっきん DAISUKE Juggler KaNaTa Performer Yu-ki 小林智裕 
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日帰り温泉施設「オーシャンスパ Ｆｕｕａ」について 

相模灘を一望できる日帰り温泉施設。海に浮かんでいるような浮遊感を味わえる日本最大級の露天立ち湯、 

グループやカップルで館内着を着たまま体験できる岩盤浴やロウリュ、まるで海辺のテラスにいるような開放的な休憩エ

リア、カフェ、エステサロンなどを備えています。露天風呂や休憩スペースからは、様々な表情を見せる海、空、熱海の 

街並みが眼の前に広がり、また熱海海上花火大会開催時には、大迫力の花火をお楽しみいただけます。 

◎営業時間：１０：００～２３：００ ※２２：００最終入館 

◎入館料：大人 平日２,５００円 土日祝／特定日割増３００円 

           小人 平日１,８００円 土日祝／特定日割増２００円 

  ※全て税別価格となります。 

  ※入館料には、入浴料、施設利用料、館内着レンタル料、タオルレンタル料が含まれます。 

レストラン「ＨＡＲＢＯＲ‘S Ｗ（ハーバーズ ダブル）」について 

伊豆近郊の新鮮な食材をふんだんに取り入れた、豪快なグリル料理や焼き立てのピザ、リゾート感溢れるメニューの 

数々を、ホテルシェフの技光るライブキッチンでお楽しみ頂けます。海を目の前にした絶好のロケーションで宿泊の朝、

立ち寄りでのランチタイム、くつろぎのカフェタイム、賑わいのディナー、そして最高の一日を締めくくるバータイムなど、 

一日で様々な表情を見せるオールデイダイニングレストラン。 

◎営業時間：ブッフェ １１：３０～１５：００ ／ １７：３０~２１：３０ 

熱海後楽園ホテルについて 

全室オーシャンビューのタワー館と多様な客室タイプを備えたＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥの全１８９室のリゾートホ 

テル。海を望めるテラス、窓際のリビングスペースでゆったりと寛いでいただけるオーシャンビュールームと、山側の緑と木 

漏れ日をイメージしたコートヤードルームなど多彩な客室をご用意。ご夫婦やお子様連れのご家族、ご友人同士、シン 

グルでのご利用まで様々な宿泊スタイルにお応えします。タワー館客室の上層階（１５～１７Ｆ）は、ワンランク上

のエクセレンシィフロアとなっており、同フロア宿泊者限定の貸切露天風呂 「エクセレンシィスパ」などをお楽しみいただけ 

ます。 

◎客室数：全１８９室 

◎チェックイン・チェックアウト：タワー館                 １４：００／１１：００ 

ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥ  １５：００／１０：００ 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

◆熱海後楽園ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

貸切露天風呂 「エクセレンシィスパ」 

参の湯「白砂」 

客室：エクセレンシィルーム（洋室） 

オーシャンスパＦｕｕａ 

露天立ち湯 

フードマーケット「ＩＺＵ－ＩＣＨＩ」 

熱海後楽園ホテル（外観） 

オーシャンスパＦｕｕａ 

「オーシャンラウンジ」 

客室：新館「ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥ」 

◆その他 

バーラウンジ「エブタイド」（タワー館１８階） 

◆オーシャンスパＦｕｕａ 


