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２０１９年３月に開業した熱海の複合型リゾート
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：Ｔ：ＭＩ ；：Ｙ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲ：ＫＵＥＮ
「夏季イベントのお知らせ」
恐竜ＶＲが体験できる「ジュラシック後楽園Ⅱ」や夏のおすすめ宿泊プランのほか
ライム・ペパーミントを使った爽やかなアロマオイル「真夏のロウリュ※1」を実施
南国リゾート料理フェア・ブッフエなど好評開催中
２０１９年３月にオープンした熱海の複合型リゾート「：Ｔ：ＭＩ ；：Ｙ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲ：ＫＵＥＮ（熱
海ベイリゾート後楽園）」では、夏の期間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」ではお子さまのみならず、大人のお客様にもお楽しみいただける恐竜イベント「ジュラシック後
楽園Ⅱ」を実施しております。恐竜の世界をＶＲで３６０°楽しめる「恐竜ＶＲ」や３～５ｍの「恐竜巨大ジオラマ」が登場
し、夏の思い出として記念写真もご撮影いただけます。さらに 8 月２日（金）・４日（日）の 2 日間、先着１００名様限
定のナイトクルーズ付き宿泊プランをご提供いたします。また、露天風呂に入浴しながら花火鑑賞ができる日帰り温泉施設
「オーシャンスパＦｕｕ［（フーア）」では、ロウリュの専門エリア「ロウリュキャンプ」にて 8 月限定企画としてライム・ペパーミント
を使った爽やかなアロマオイルを使用した「真夏のロウリュ」を毎日実施いたします。
その他、フードマーケット「ＩＺＵ－Ｉ＜ＨＩ（イズ・イチ）」内のレストラン「Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘S Ｗ（ハーバーズ ダブル）」
では、南国リゾート料理フェアを好評開催中です。各イベントの詳細は下記をご覧ください。
※1 ロウリュ ： フィンランドに伝わるサウナ入浴法のひとつです。中温多湿が特徴で、熱したサウナストーンにアロマ水をかけて水蒸気を発生
させることにより、体感温度を上げて発汗作用を促進する効果があるといわれています。

◆熱海後楽園ホテル
・後楽園に恐竜がやってくる！『ジュラシック後楽園Ⅱ』
今年の夏休みは子どもから大人まで大人気の恐竜が登場します。巨大な恐竜はもちろん、恐竜のゲーム各種もご用意
し、イベントも多数実施いたします。
◎期

間：２０１９年７月２０日（土）～８月３１日（土）

◎時

間：９：００～２１：００

◎ＵＲＬ：https:/bit.ly/2xRwy6C
◎主なコンテンツ
★恐竜巨大ジオラマ
３～５ｍの巨大な恐竜が登場します。動く恐竜や操縦できる恐竜も登場するなど、
夏の思い出に記念写真もご撮影いただけます。
【場

所】熱海後楽園ホテル タワー館 2 階

【料

金】無料
恐竜巨大ジオラマ

※本資料の価格は全て税込表記
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★恐竜スライダー
高さ５ｍの大きなスライダーをお楽しみいただけます。
【場 所】熱海後楽園ホテル タワー館 2 階
【料 金】無料
恐竜スライダー イメージ

★デジタル恐竜ぬりえ・ディノ・レース＆クラフト
自分でぬった恐竜のぬりえをスキャンして対戦レース。
終わった後は組み立ててオリジナル 3D ペーパークラフトを作ることができます。
【場 所】熱海後楽園ホテル タワー館 2 階
【料 金】６００円（宿泊のお客様４００円／日帰り施設ご利用のお客様５００円）

ディノ・レース＆クラフト

★恐竜ＶＲ
驚きいっぱいの恐竜の時代をＶＲで３６０°お楽しみいただけます。
音と振動で臨場感溢れる体験を味わえます。
【場 所】熱海後楽園ホテル タワー館２階
【料 金】６００円（宿泊のお客様４００円／日帰り施設ご利用のお客様５００円）
※7 歳～ご利用いただけます。

恐竜 VR イメージ

★特設ゲームコーナー
クレーンゲームやアーケードゲームなど多数のゲームが登場。
【場 所】熱海後楽園ホテル タワー館 2 階
【料 金】１回１００円～
★キッズカーニバル
お子様が大好きな巨大遊具で思いっきり遊んでいただけます。
【場 所】熱海後楽園ホテル タワー館 2 階
【料 金】無料

キッズカーニバル

★トルネード５Ｓ
前後左右に回転！不規則な動きが刺激的なアトラクション。
【場 所】熱海後楽園ホテル タワー館３階「愛鷹」
【料 金】６００円（宿泊のお客様４００円／日帰り施設ご利用のお客様５００円）
※4 歳～小学生未満の方は保護者同伴にてご利用いただけます。
トルネード 5S

★クラウンブッチィーのバルーンアート
クラウンブッチィーの様々なバルーンアートをお楽しみください。
【期 間】８月 9 日（金）～８月１５日（木）
【時 間】１４：００～
【場 所】タワー館２階フロントロビー
クラウンブッチィー
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★期間限定！体験工作教室（ジェルキャンドル・ハーバリウム）
【期 間】８月５日（月）～８月１９日（月）
【時 間】１４：００～１９：００
【場 所】熱海後楽園ホテル：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥ２階
ジェルキャンドル

【料 金】２,０００円～
※イベント内容・期間は予告無く変更する場合がございますのでご了承くださいませ。

・夏のおすすめ宿泊プラン
★夏休みファミリーパック

ハーバリウム

◎期 間：２０１９年７月２０日（土）～８月３１日（土）
◎料 金：１９,３７４円～ １泊２食付 ※消費税･入湯税（１５０円）込み
◎内 容：特典付きの夏の好評プラン。人気のタワー館スタンダードフロアに加え、
ワンランク上のエクセレンシィフロア、新館：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥも
ご用意。特別イベント「ジュラシック後楽園Ⅱ」 で利用できるイベント共通
券付。
◎ＵＲＬ：https://bit.ly/2XIanPM
【先着１００名様】夏休みファミリーパック ☆８月２日・４日限定ナイトクルーズ付プラン
◎対象日：２０１９年８月２日（金）・８月４日（日）
◎料 金：２３,５４４円～ １泊２食付 ※消費税･入湯税（１５０円）込み
◎内 容：夏休みイベント「ジュラシック後楽園Ⅱ」 で利用できるイベント共通券と
ナイトクルーズ付きプランです。ナイトクルーズでは、ホテルから徒歩３分の
熱海港から出航し、熱海の幻想的な夜景と共に６０分間の遊覧をお楽
しみいただけます。船内ではワンドリンク（アルコール含む）サービスいたし
ます。
◎ＵＲＬ：https://bit.ly/32x91pA
◆日帰り温泉施設「オーシャンスパＦｕｕ［」
・ロウリュ ８月限定アロマオイル 「真夏のロウリュ」
ライム・ペパーミントを使った爽やかなアロマオイルを使用し、香りをお楽しみいただきながら、爽やかな汗を流していただける
ロウリュです。
◎期

間：毎日実施
平日 １５：００、２１：００（計２回）
土日祝・特定日 １４：００、２１：００（計２回）

◎場

所：オーシャンスパＦｕｕ［３階 アタミリビング内

◎料

金：１回５４０円
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◆フードマーケット「ＩＺＵ－Ｉ＜ＨＩ」内のレストラン「Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘S Ｗ」
・南国リゾート料理フェア ブッフエ 好評開催中
出来立ての料理を思う存分満喫できるブッフェスタイルで「南国リゾート料理」をお楽しみいただけます。
◎期 間：２０１９年７月１日（月）～８月３１日（土）
ランチブッフェ（１１：３０～１５：００） ディナーブッフェ（１７：３０～２１：３０）
※ディナーブッフェのみ次の日程は除外日
（７月２６日・３０日、８月５日・８日・１０日～１４日・１８日・２３日・３０日）
◎料 金：ランチブッフェ 大人３，２４０円 小人１，９４４円
ディナーブッフェ 大人５，９４０円 小人３，５６４円
◎主なフェアメニュー

生春巻き（ベトナム）

グリーンカレー（タイ）

ガーリックシュリンプ（ハワイ）

・オリジナルカクテル 販売
夏・海・空､Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘Ｓ Ｗをイメージしたオリジナルカクテル３種をご提供しております。夏空の夕暮れ、海を眺
めながらゆっくりと愉しんでいただきたいカクテルです。
①

②

①フローズン日向夏 ７５６円
伊豆名産ニューサマーオレンジの由来となる日向夏のスムージー。
大人っぽいさっぱりした味わい。（ノンアルコール）

③

②ハワイアンブルー ９７２円
Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘Ｓ Ｗから見える海をイメージした女性向けのトロピカル
カクテルです。
③セックスオンザビーチ ９７２円
１９８９年映画「カクテル」に登場した、名作のカクテルを
Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘Ｓ Ｗでアレンジしました。

伊豆の食とショッピングを楽しむフードマーケット「ＩＺＵ－Ｉ＜ＨＩ」内の
「ラ･伊豆 マルシェ」 夏のおすすめ 2 品
① レモンチーズケーキ １,４８０円
熱海は国産レモン発祥の地。その「熱海レモン」を使った
レモンチーズケーキです。爽やかなレモンの酸味と、しっとり
濃厚な焼きチーズケーキの味わいが大人気の商品です。
② 黒みつゼリー『みずくろ』 ４個入４９７円 / ８個入 ９５１円
熱海の縁起物・麦こがしを使用した「黒みつゼリー」。
黒蜜のコクのある上品な甘さと、つるんと、のどごしの
良い食感です。（９月末までの限定販売）
フードマーケット「ＩＺＵ－Ｉ＜ＨＩ」について
伊豆の食とショッピングを楽しむフードマーケット。伊豆の美味しい食や素敵なモノが集まる活気溢れる 市場で、
伊豆随一の品揃えと伊豆で１番に立ち寄りたいフロアを目指して名付けました。食事もショッピングもお楽しみいただ
ける日帰りスポットです。
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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「：Ｔ：ＭＩ ；：Ｙ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲ：ＫＵＥＮ」
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Ｆｕｕ［」、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「Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘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－Ｉ＜ＨＩ」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：：Ｔ：ＭＩ ；：Ｙ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲ：ＫＵＥＮ
◎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
Ｆｕｕ［」、 レストラン「Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘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

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：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥ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

：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥ

１５：００／１０：００

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

日帰り温泉施設「オーシャンスパ Ｆｕｕ［」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２,７００円 土日祝／特定日割増３２４円
小人 平日１,９４４円 土日祝／特定日割増２１６円
※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。
◎お客様からのお問い合わせ先：オーシャンスパＦｕｕ［ ＴＥＬ：０５５７－８2－０１２３
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レストラン「Ｈ：Ｒ；ＯＲ‘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－
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
◎お客様からのお問い合わせ先：レストラン HARBOR’S W ＴＥＬ：０５５７－８1－４６８８
（予約専用ダイヤル／１０:００～15：00）

熱海後楽園ホテル（外観）

客室：エクセレンシィルーム（洋室）

オーシャンスパＦｕｕ［

貸切露天風呂 「エクセレンシィスパ」

露天立ち湯

参の湯「白砂」

フードマーケット「ＩＺＵ－Ｉ＜ＨＩ」

オーシャンスパＦｕｕ［

「ラ・伊豆マルシェ」

「オーシャンラウンジ」
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