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２０２０年２月２０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「：Ｔ：ＭＩ ；：Ｙ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲ：ＫＵＥＮ 

（熱海ベイリゾート後楽園）」は、２０２０年３月２８日（土）に開業１周年を迎えます。皆様の日頃のご愛顧

に感謝し、「開業１周年記念フェア」を開催いたします。 

 

宿泊施設「熱海後楽園ホテル」では、スペシャルな特典付きの「：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥ オープン記念プラン」を

販売するほか、宿泊券や日帰り温泉施設「オーシャンスパ Ｆｕｕ［
フ ー ア

」のご招待券などの豪華賞品が当たる大抽選会

や、その場で当たるくじ引き等の宿泊者限定イベントを開催します。さらにバーラウンジ「エブタイド」では記念カクテルの

販売とＳＮＳ投稿キャンペーンを開催いたします。 

「オーシャンスパ  Ｆｕｕ［」では１周年当日の３月２８日（土）限定で入館料が半額に。館内施設 

「Ｆｕｕ［ ＜［ｆé」ではソフトドリンクを入館者全員にプレゼントいたします。レストラン「Ｈ：Ｒ；ＯＲ’Ｓ Ｗ」では

開業１周年記念ブッフェフェアを開催し、熟成チーズと静岡県産の食材をふんだんに使用した特別メニューをご提供。そ

の他にも１周年を盛り上げる様々なフェアを開催いたします。  

 （※本資料の価格表記は全て税込となります。） 

各イベントの詳細は下記をご覧ください。 

◆熱海後楽園ホテル 

・ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥオープン記念プランの販売 

新館：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥの開業１周年を記念した宿泊プランをご用意。 

夕食時のオリジナルクラフトビールや「海のアクセサリーＭＩＹ：；Ｉ」オリジナル商品、 

招待券が当たる大抽選会の参加券がついた特別プランです。 

期間：２０２０年３月１日（日）～４月３０日（木） 

料金：１４,８５０円～３２,７８０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜株式会社東京ドームグループ＞のホテル・日帰り温泉施設等を兼ね備え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

 

「開業１周年記念フェア」開催のお知らせ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

※画像はイメージ 



2 

 

・「ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥオープン記念プラン」のご予約で、１０組限定・紅白ボトルワインプレゼント！ 

「：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥオープン記念プラン」で３月２８日（土）をご宿泊予約の上、ホテル予約センター 

にお電話でお申し出いただいた方、先着１０組限定で１周年を祝した紅白にちなみ、赤と白のボトルワインセット 

をお土産としてプレゼントいたします。 

 

   対象期間：２０２０年３月２８日（土）限定 

応募条件： 

①「：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥオープン記念プラン」を利用し、３月２８日（土）の宿泊予約を行う。 

②ホテル予約センターに本キャンペーンに応募する旨をお電話にてご申告。 

（ＴＥＬ：０５５７－８１－００４１） 

※既にご予約されている方もご応募いただけます 

※先着１０組様にボトルワインセットをプレゼントいたします。 

 

＜カーサ･マデロ カベルネ･ソーヴィニヨン＞（赤） 

メキシコの高級ブドウ産地パラス･ヴァレーのブドウを使用。 

プラムやブラックベリーの芳醇な香りが特徴。 

＜カーサ･マデロ シャルドネ＞（白） 

完熟したトロピカルフルーツの香りと樽の香ばしい味わいが特徴。 

 

   カーサ・マデロ社は、１５９７年創設のアメリカ大陸最古のワイナリー。 

   リリースするワインは国際的なコンペティションでも高い評価を受けています。 

 

・毎月２５名様に豪華賞品が当たる！大抽選会開催 

期間：２０２０年３月１日（日）～４月３０日（木） 

賞品：◎：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥオーシャンビュールーム １泊２食ペア宿泊券 毎月１名様 

◎オーシャンスパ Ｆｕｕ［ ペア招待券 毎月２４名様 

 

応募方法：①：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥオープン記念プランで宿泊。 

②プラン特典の専用応募券にて応募。 

 

※当選者は後日、公式ホームページにて発表いたします。 

 

・その場で当たる！オーシャンスパ Ｆｕｕ［招待券くじ引き 

期間：２０２０年３月２８日（土）～３月３１日（火） 

期間中ご宿泊のお客様限定。くじを引いて当たりが出れば、 

「オーシャンスパ Ｆｕｕ［」招待券をその場でプレゼントいたします。 

※１部屋につき１回となります。 

※団体のお客様は対象外となります。 
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・バーラウンジ「エブタイド」記念カクテル販売＆ＳＮＳキャンペーン 

開業１周年を記念した限定カクテルを販売いたします。さらに対象カクテルをご注文の上、ＳＮＳに滞在の様子 

をご投稿頂いたお客様にはテーブルチャージをサービスいたします。 

 

期間：２０２０年３月１日（日）～４月３０日（木） 

商品：ごろごろ果実のミックスカクテル １,２１０円 

   ごろごろ果実のミックスソーダ（ノンアルコール）９９０円 

ラムをベースとしたアルコール度数低めのフルーツカクテルで、 

飲みやすく女性にもおすすめです。 

参加方法：①エブタイドにて上記対象商品を注文 

②公式ＳＮＳいずれかのアカウントをフォロー 

③ホテルご滞在の様子を投稿＆投稿画面提示でテーブルチャージ（１,１００円）が無料 

各種ＳＮＳ公式アカウント：Ｉｎｓｔ［ｇｒ［ｍ（@atamibayresort） 

Ｔｗｉｔｔｅｒ    （@Atamibayresort） 

Ｆ［］ｅ＼ｏｏｋ  （@atamibayresort） 

 

◆オーシャンスパ Ｆｕｕ［ 

・開業１周年当日限定！大人入館料が半額 

期間：２０２０年３月２８日（土）限定 

通常３,０８０円の大人入館料が半額の１,５４０円にてご利用頂けます。 

※通常入館料、アフター５が対象。 

※その他割引との併用は不可となります。 

 

・Ｆｕｕ［ Ｃ［ｆé ソフトドリンクを全員に１杯プレゼント！ 

期間：２０２０年３月２９日（日）～４月４日（土） 

※お一人様１杯となります。 

※受付にて対象メニュー記載の引換券をお渡しいたします。 

 

・スパ招待券が当たる！ハッシュタグキャンペーン 

期間：２０２０年３月１日（日）～４月３０日（木） 

参加方法：①オーシャンスパ Ｆｕｕ［もしくは熱海ベイリゾート後楽園の 

インスタグラムアカウントをフォロー。 

②期間中に「#フーア１周年記念」をつけて投稿。 

③抽選でオーシャンスパ Ｆｕｕ［招待券をプレゼント。 

 

 

 

※画像はイメージ 

※画像はイメージ 
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◆フードマーケットＩＺＵ
イ ズ

－ＩＣＨＩ
イ チ

 レストラン 「ＨＡＲＢＯＲ’Ｓ Ｗ」 

・開業１周年記念ブッフェフェア「春・静岡の恵み ベラ・ロディのラスパドゥーラチーズと共に」 

レストランＨ：Ｒ；ＯＲ’Ｓ Ｗでは、開業１周年を記念した限定フェア、「春・静岡の恵み ベラ・ロディのラスパ 

ドゥーラチーズと共に」を開催します。柔らかく、羽のような見た目と繊細な舌触りが特徴のラスパドゥーラチーズを、静 

岡県産食材と合わせた特別メニューをお楽しみいただけます。 

期間：２０２０年３月１日（日）～４月３０日（木） 

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３,３００円 小人１,９８０円） 

ディナーブッフェ（大人６,０５０円 小人３,６３０円） 

＜メニュー一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

・ディナーブッフェ限定！国産牛のローストビーフの提供 

ディナーブッフェ限定で、国産牛のローストビーフを提供いたします。 

国産にこだわり、低温でじっくりと焼き上げたローストビーフは肉の旨みが 

凝縮され、柔らかくジューシーな仕上がりです。 

期間：２０２０年３月１日（日）～４月３０日（木） 

 

・オリジナルサワー、ドリンク販売 

開業１周年を記念して、旬の素材を使用したフレッシュな生搾りサワー、ドリンクをご提供いたします。 

期間：２０２０年３月 28日（土）～４月３０日（木） 

名称：「開業１周年 春（しゅん）の生搾りサワー」（ブラッドオレンジ・レモン・ライム・オレンジ・キウイ） 

料金：アルコール 各種８８０円、ノンアルコール（オレンジ・キウイのみ）各６６０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラフルトマトとラスパドゥーラチーズ 

のカプレーゼ キヌアと共に 

浜松産新玉ねぎと新じゃがの 

ラスパドゥーラチーズ焼き 

ラスパドゥーラのチーズフォンデュ 

静岡産トマトのバケットと共に 

静岡野菜とラスパドゥーラチーズの 

ＰＩＺＺ： 

 

開業１周年 春の生搾りサワー「ライム」 開業１周年 春の生搾りサワー「オレンジ」 
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◆フードマーケットＩＺＵ－ＩＣＨＩ関連 

・期間限定！「ラ・伊豆 マルシェ」特別割引券配布 

お買い上げ金額が１０％ＯＦＦ！伊豆特産のお土産をどうぞ。 

期間：３月１日（日）～４月３０日（木） 

※宅配便は対象外となります。 

※宿泊者限定となります。 

※タワー館・：ＱＵ： ＳＱＵ：ＲＥのどちらにご宿泊いただいても対象となります。 

 

・大道芸パフォーマンスイベント 

マジックショーやジャグリングショー等、大人から子どもまで楽しめる大道芸イベントを開催いたします。 

期間：２０２０年３月２１日（土）・３月２８日（土） 

時間：１３:００／１５:００ 

３月２１日（土）：「紙麿呂」 

言葉を発しない不思議なマジックショー。他にはない圧倒的な世界観に 

引き込まれます。 

３月２８日（土）：「Ｐｅｒｆｏｒｍｅｒ Ｙｕ－ｋｉ」 

        親しみやすい軽快なトークと、卓越したディアボロの技に魅了されること間違いなし。 

   ※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：宿泊施設「熱海後楽園ホテル」（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 

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

紙麿呂 Ｐｅｒｆｏｒｍｅｒ 

Ｙｕ－ｋｉ 
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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：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 

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２,７５０円 土日祝／特定日割増３３０円 

           小人 平日１,９８０円 土日祝／特定日割増２２０円 

※全て税込価格となります。 

※別途入湯税（大人お一人様 １５０円）がかかります。 

※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。 


