
箱根屈指の絶景の中で、絢爛豪華に咲き誇る「100年ツツジ」

箱根・芦ノ湖畔にある “小田急 山のホテル”　芦ノ湖と富士山を望む絶景
が魅力のリゾートホテルです。５月のＧＷを迎えると、45,000坪ある
ホテルの庭園は約30種3,000株の絢爛たるツツジの花が咲き、このツツジ
を目当てに多くのお客様でにぎわいます。

ホテルの歴史　“小田急 山のホテル”は、三菱四代目社長、岩崎小彌太男爵
（1879-1945）の別邸跡に建てられていて、庭園はそのときの名残りが感じら
れる場所です。庭園に咲くツツジも男爵が収集し、別邸時代から植えられて
いました。別邸は明治44年（1911年）に建てられていますので、ツツジは
樹齢100年以上のものもあります。現在もスタッフの手で大切に手入れを
され、美しい花を咲かせています。

ツツジ　つぼみは、ピンク、赤、紫、白の順にほころびはじめ、見頃に
なると色艶やかなじゅうたんを敷きつめたような景色が愉しめます。
“小田急 山のホテル”の「100年ツツジ」は、絶景をバックに観賞できる
のも最大の魅力。芦ノ湖へ向かって流れ込むように植えられたツツジ、
雄大な富士山に向かって駆け上がるように咲くツツジと、さまざまな表情
のツツジを堪能することができます。

シャクナゲとバラ　ツツジの見頃が終わると、艶やかなシャクナゲが
咲き始めます。岩崎男爵が収集した貴重な品種のシャクナゲは必見です。
さらに、６月中旬になるとバラが見頃を迎えます。平成14年に閉園した
向ヶ丘遊園から移植したバラを含め、庭を彩るバラは約100種500株。
ローズガーデンは甘い香りに包まれます。
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芦ノ湖へ向かって
流れるように咲き誇るツツジ

樹齢１００年以上のツツジや
人の背丈より高い株も

岩崎男爵がイギリスから輸入した
学術的にも貴重なシャクナゲ

ツツジ　　約30種 3,000株（見頃：5月上旬～中旬）
クルメツツジ、キリシマツツジ、モチツツジ、ウンゼンツツジ、リュ
ウキュウツツジ、フジニシキ、ドウダンツツジ、ゴヨウツツジなど

シャクナゲ　　約20種300株（見頃：5月中旬～下旬）
ゴーマーウォータラー、ミカエル・ウォータラー、アーボリウム、ウ
ィリアム・オースティン、カルミア、キョウマルシャクナゲ、アヅマ
シャクナゲ、ツクシシャクナゲなど

バラ　　約100種500株（見頃：6月中旬～ 7月上旬）
チャールストン、プリンセスミチコ、マスケラード、ファッション、
マリアカラス、フラミンゴ、プリンセス・オブ・ウェールズ、クィーン
エリザベス、サンショウバラなど

●このリリースに関するお問い合わせ　株式会社小田急エージェンシー　tel:03-3344-5988
●ご紹介いただく際の読者からのお問い合わせ先　
　　　　　　　　　　　　　　　　　小田急 山のホテル　tel:0460-83-6321　http://www.odakyu-hotel.co.jp/yama-hotel/

◆ ◆ ◆花ＤＡＴＡ◆◆◆ ◆◆◆花の主な種類◆◆◆

小田急 山のホテル

けん らん

ツツジの見頃　　　　5月上旬～中旬

シャクナゲの見頃　　5月中旬～下旬

バラの見頃　　　　　6月中旬～
　　　　　　　　　　　　　7月上旬

庭園一般開放期間　　ツツジ開花中
　　　※開花状況はホテルＨＰで確認できます

庭園見学料　　　　　800円

見学時間　　　　　　9:00 ～ 17:00
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　山のホテルが誇る庭園には、岩崎男爵時代からの歴
史を感じさせるものや、他では鑑賞できない珍しい種類
のツツジやシャクナゲが植えられています。おすすめの
花をピックアップして鑑賞ポイントをご案内します。

3000 株あるツツジの中でも一番大
きな株は、庭園の中央にあるヤエゲ
ラの株。高さ、直径ともに約３メート
ル近くあり、その大きさに圧倒され
るほど。真っ赤な花が密集して咲くた
め、とても華やかです。

鑑賞がさらに楽しくなるポイントをご案内

ツツジ　鑑賞ポイント

山のホテル庭園マップ

❶庭園の中で一番背の高い
　ヤエゲラ

一見ツツジとは思えない、風車のよう
な長い花弁を持つハナグルマ。淡い
紅紫色の花を咲かせるロマンチック
な花で、山のホテル自慢の美人ツツ
ジです。庭園の数カ所に咲いていま
すので、チェックしてみてください。

❷ちょっと変わった花弁が特徴
　ハナグルマ

葉が枝の先に5枚付くため「五葉」と
いう名が付いており、別名「シロヤシ
オ」とも言われています。ゴヨウツツ
ジは白く可憐な花が咲き、愛子内親
王が身の回りの品などに付けるお印
の花としても有名です。

❸敬宮愛子様のお印の花
　ゴヨウツツジ

明治末期に岩崎男爵が英国から輸入
したシャクナゲ。100 年以上咲き続
けていることから、強健な品種と言
われています。日本名は「大華殿」、日
本ツツジ・シャクナゲ協会にもその
貴重な存在が認められています。

❹珍しいシャクナゲも必見
　ゴーマーウォータラー

　華やかなツツジを、見たままの美しさで写真に収めた
いもの。ベストショットを撮るためのビュースポットを、
庭園を知り尽くしたホテルのスタッフがお教えします。
なお、庭園内では三脚が使えないのでご注意ください。

庭園中央奥の銅像脇がベストスポッ
ト。このスポットでは鮮やかなツツジ
の向こうに芦ノ湖が臨めます。湖に
浮かぶ海賊船など、絶好のショット
も期待できそう。

宿泊マネジャー　
国枝大輔　オススメ

ベストショットが撮れる場所をご紹介

ツツジ　ビュースポット

❺芦ノ湖とツツジのコラボが楽しめるのはココ！

⑤同様、銅像の脇でファインダーを
ホテル方向に向けてください。ホテ
ルの外観、芦ノ湖、そして色とりどり
に咲くツツジが１枚の画面におさま
る、あの有名な写真が撮れますよ。

洋食料理長　
吉松寿己　オススメ

❻山のホテル自慢のスポットはココ！

ホテルラウンジの階段下では、富士
山が顔を出したときは富士山＆ツツ
ジの絶景が愉しめます。さらにラウ
ンジのテラス席でお茶をしながら、
ベストショットを狙ってみては？

料飲キャプテン
本田大輔　オススメ

❼富士山を背景にツツジを撮るならココ！

家族で写真を撮るなら庭園中央の
小さな広場がおすすめです。クラシ
カルなベンチに座りポーズをとれば、
ツツジとホテルをバックに家族の思
い出の１枚が撮れますよ。

技術アシスタントマネジャー　　　
大橋明雄　オススメ

❽家族で一緒に記念ショットを撮るならココ！

岩崎小彌太團爵別邸時代の名残りが感じられる庭園。
園内いたる所に鑑賞スポットがあります。



箱根の絶景カフェで期間限定スイーツ「ツツジのサバラン」を

プレミアムショップ＆サロン・ド・テ ロザージュ　箱根・芦ノ湖畔にある
“小田急 山のホテル” 直営のデザートレストラン。レストランは芦ノ湖に
せりだしたように建っているため、湖に浮かんだような優雅な気分で、こだ
わりのスイーツと、オリジナルの紅茶が愉しめます。“小田急 山のホテル”
はＧＷ明け、広大な庭園に約3,000株の色とりどりのツツジが咲き誇ります。
今年も、１階にあるレストラン「サロン・ド・テ ロザージュ」で、ツツジ
の季節定番の期間限定スイーツ「ツツジのサバラン」を提供します。

ツツジのサバラン　ダージリン紅茶にツツジの香りをつけたオリジナル紅茶
「つつじティー」の茶葉を練りこんだパン生地に、つつじティーと砂糖だけで
作ったシロップをたっぷりと染み込ませた、ツツジの香りを存分に愉しめる
一品です。添えられた自家製アイスといっしょにいただくと、またひと味違う
濃厚な味を愉しむことができます。
　サバランの上に、レースのような焼き菓子「ダンテル」をバニラビーンズ
に刺して、飾ってみました。ピンクのいちごにグリーンのピスタチオを
ちらして、華やかさをプラス。春らしさが感じられ、見た目も鮮やかな
スイーツとなりました。

オリジナル紅茶　サバランとともにいただきたいのが、オリジナルの
紅茶。日本紅茶協会から「おいしい紅茶の店」として認定され、ティー
インストラクターが厳選した約20種類の紅茶を用意しています。さらに、
2階のショップでは、紅茶やティータイムグッズ、オリジナルスイーツ
などを販売。箱根のおみやげとして人気を集めています。
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ツツジの季節限定スイーツ
「ツツジのサバラン」

「プレミアムショップ＆
サロン・ド・テ ロザージュ」

季節の良いときに人気のテラス席
湖からの風を感じながら　

●このリリースに関するお問い合わせ　株式会社小田急エージェンシー　tel:03-3344-5988
●ご紹介いただく際の読者からのお問い合わせ先　
　　　　　　　　　　　　　　　　　小田急 山のホテル　tel:0460-83-6321　http://www.odakyu-hotel.co.jp/yama-hotel/

小田急 山のホテル

＜営業時間＞
＜ 定休日＞
＜電話番号＞

10：00 ～ 17：00（1階のレストランは17：00L.O.）
年中無休                 　      ＜ 駐 車 場 ＞　　100台
0460-83-6321（小田急 山のホテル）

◆◆◆プレミアムショップ＆サロン・ド・テ  ロザージュ◆◆◆

＜販売価格＞

＜販売期間＞

1,559円
お飲物のセット2,136円（コーヒーまたはセイロンティーをカップサービスにて）
2012年4月9日（月）～ 5月31日（木）

◆◆◆ツツジのサバラン ◆◆◆

　　



『小田急 山のホテル』概要

客 室 全89室               　　　　　　 収容人数　 187名
　　　　　　　　　　　

◆スタンダードツイン （30㎡）      76室

◆コーナーデラックスツイン （45㎡）        1室

◆コーナートリプル （45㎡）        3室

◆デラックスツイン （50㎡）        1室

◆プレミアムツイン （59㎡）       4室

◆プレミアムフォース （67㎡）        1室

◆和洋室（源泉掛け流し温泉付き） （63㎡）        2室

◆和洋室 （81㎡）       1室

★チェックインタイムは15:00、チェックアウトタイムは12:00。

交通

電車・バス

車

◆新宿から箱根湯本まで小田急ロマンスカーで約85分。

箱根湯本から「元箱根港」まで路線バスで約40分。

元箱根港より徒歩15分。（元箱根港より送迎あり）

◆新宿から山のホテルまで小田急箱根高速バスで約150分。

◆小田原厚木道路から箱根新道経由、元箱根へ。

芦ノ湖大観I.C.より約10分。

所在地

〒250-0522　神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80

☎0460-83-6321

ホームページアドレス

http://www.odakyu-hotel.co.jp/yama-hotel/

施設の情報や宿泊プランなど、ホテルの最新情報がご覧いただけます。

★ホテル諸施設の写真を揃えております。
ご入用の際、または取材に関しましては、（株）小田急エージェンシーまでご連絡ください。

○このリリースに関するお問い合わせ
株式会社　小田急エージェンシー　　　☎03-3344-5988

○貴誌（紙）・貴番組にてご紹介いただく際の読者からのお問い合わせ先
小田急 山のホテル  　　　☎0460-83-6321


