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リニューアルした“山のホテル”で、ツツジを存分に愉しむ

　箱根・芦ノ湖畔に佇むクラシカルなリゾートホテル “小田急 山のホテル” は、三菱財閥
創業者・岩崎彌太郎の甥である岩崎小彌太男爵（187９-1945）の別邸跡に建っています。
昨年４月にリニューアルし、芦ノ湖の絶景をさらに愉しめるホテルへと生まれ変わりました。
　“小田急 山のホテル” では５月を迎えると、45,000坪の庭園に絢爛たるツツジの花が咲き
誇り、リニューアルしたレストランやスパからは、芦ノ湖と共に美しく咲くツツジも堪能で
きます。さらに、ホテルから庭に出るスロープもできて鑑賞しやすくなりました。
　岩崎小彌太男爵が収集したツツジは、現在約30種3,000株。別邸時代と同様に手入れ
され、樹齢100年以上のものや、人の背丈を超えるものもあります。つぼみはピンク、赤、
紫、白と順にほころびはじめ、見頃になると色とりどりのじゅうたんを敷き詰めたような
景色が愉しめます。地形の起伏を利用して、ツツジは富士山に向かって駆け上がるように、
また芦ノ湖へ向かって流れ込むように植えられ、１枚の絵画を見るような美しさです。
　また、岩崎男爵の別邸時代、風景版画の第一人者・川瀬巴水に、この庭園を描いてもら
いました。このときの版画６点のうちツツジの版画（写真②）を含む４点がホテルロビーに
展示されています。当時と同じツツジの庭園を、版画とともに鑑賞できます。

ツツジに続いてシャクナゲ、バラも
　ツツジが終わる頃、庭園では艶やかなシャクナゲが咲き始めます。岩崎男爵は、ツツジ
だけでなくシャクナゲの収集にも力を入れていました。男爵がイギリスから取り寄せたシャ
クナゲは、日本で最初に輸入された洋種シャクナゲと言われています。現在もシャクナゲ園
に咲き誇っている「ゴーマーウォータラー」は貴重な品種。日本ツツジ・シャクナゲ協会にも
その存在が認められています。さらに、６月上旬になると、ローズガーデンのバラが見頃を
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、ガーデンを彩るバラ
は約100種500株。華麗なバラに囲まれたフランス式庭園は、甘い香りに包まれます。

❶ツツジ庭園
❷川瀬巴水が描い
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花 D A T A
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

開花状況はホテルの
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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◆◆◆花の主な種類 ◆◆◆

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

「つつじ・しゃくなげフェア 2011」のイベントも満載
　「つつじ・しゃくなげフェア2011」の期間中は、ツツジやシャクナゲを愉しむためのさまざまなイベントが開催され

ます。３年目となった俳句募集をはじめ、植木市やフォトコンテストも例年どおり開催。イベントにはツツジに魅了され

た多くのリピーターが訪れます。

春限定、絶品スイーツ「ツツジのサバラン」
　芦ノ湖畔にあるホテル直営のデザートレストラン「プレミアムショップ＆サロン・ド・テ ロザージュ」では、春の限定

スイーツ「ツツジのサバラン」（前頁写真③）を３月１日～５月31日まで提供します。登場して４年目の「ツツジのサバ

ラン」は、甘い香りのツツジティーをふんだんに使った、ロザージュでしか味わえないスペシャリテ。シロップはツツジ

ティーをベースにアルコール分を加えず作ったオリジナル。このシロップに、ツツジティーの茶葉を練り込んだサバラン

の生地をたっぷり浸して仕上げています。軽やかな口当たりとコクがある味わいが特徴。また、「ツツジティー」は、

サロン・ド・テ ロザージュで味わえるのはもちろん、茶葉やティーバッグをショップでも販売、お土産としても最適です。

（開花状況により、終了期日が変更となります。）
◆ ◆ ◆つつじ・しゃくなげフェア２０１１　５月１日（日）～５月下旬 ◆◆◆

＜ 日 時 ＞

＜ 場 所 ＞

＜販売内容＞

2011年５月１日（日）～　

１０：００～１６：００

シャクナゲ園　入口手前　広場

ツツジ、シャクナゲなどの苗木

植　　木　　市

＜ テ ー マ ＞

＜ 〆 切 ＞

＜審査方法＞

＜ 賞 品 ＞

山のホテルのツツジやシャクナゲを題材にしたものであれば自由。

2011年６月末日（必着）

８月に応募作品のすべてをホテル内に展示し、お客様の投票により優秀作品を選出。

最優秀賞　山のホテル　１泊２食付きご宿泊券　ペア１組

金　　賞　山のホテル　１泊朝食付きご宿泊券　ペア１組

銀　　賞　山のホテル　ランチ券　　　　　　　ペア１組

その他詳細はお問い合わせください。

フォトコンテスト
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ヤエゲラ
ハナグルマ

ゴヨウツツジ

　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。
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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？

料飲アシスタントマネジャー　
北原伸紀　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。

技術キャプテン　　　　　
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。
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デラックスな温泉付き特別室に宿泊できる『リッチな女子会プラン』が新登場
　“小田急 山のホテル” では、昨年リニューアルして誕生した温泉付き特別室に泊まる、１泊夕・朝食付き『リッチな

女子会プラン』を１日１室限定で、３月１日から販売します。

　客室は2010年４月にリニューアルした、デラックスな４人用特別室「プレミアムフォース」。この部屋は芦ノ湖を眺

めながら入浴できる源泉掛け流しのビューバスや、４つのベッドの他にリビングスペースがある、広々した夢のような

客室です。プランでは特典として、肌のためのスチーマーを部屋に備え付け、お１人１枚のフェイシャルマスクも用意。

また、山のホテル自慢のスパでのトリートメントが実感できる優待券も付いています。美を追求する女子たちにうれしい

特典がいっぱいです。

　夜の女子会のために、スパークリングワイン、お１人ずつに「もこもこソックス」をプレゼント。特製のオードブルや

フルーツ盛り合わせなどオプションも充実し、お姫様気分が存分に味わえそう。

　デラックスルームと女性にうれしい特典、セレブな旅を味わえる期間限定の宿泊プランです。

咲き終えた株に追肥で栄養補給
　次の年も美しく咲いてもらうための世
話は、開花後、栄養を使い切って消耗
したツツジの根元に肥料を与えること
から始まります。美しい花を咲かせてく
れたツツジへ、お礼の気持ちを込めた
「お礼肥」。1株１株、株の周りに20 ～
30ヵ所の穴を掘り、丁寧に施した追肥
は、次の花芽を育てる大切な栄養分と
なります。

秋冬も作業は続きます
　虫や病気から守るために殺虫・消毒作
業や除草も欠かせません。苔やカビは
ブラシで丁寧にそぎ落としますが、大き
な株になると2人で1日かかるほど。秋
は落ち葉の除去、冬は雪からの保護が
大事な作業になります。積もるような雪
が降るときは、何度も降っている最中の
雪下ろし。積もったままにしておくと、
雪の重みで枝が折れてしまうのです。

剪定も１年で大切な作業
　６月半ばは刈り込みが行われます。
刈り込んだ部分から枝分かれして花芽
がつくため、たくさんの花を咲かせる
重要な作業です。来年の花芽がつく直
前に、スタッフ総動員で、2 ～ 3日で
一気に行います。また、剪定は1年を
とおして、こまめに。枝が込み合って
いると風通しが悪くなり、苔やカビがつ
くなどして、木が弱ってしまうのです。

追肥、剪定、雪下ろしなど、年間を通じてツツジを手入れ
つい　ひ せん てい

◆ ◆ ◆１泊夕・朝食付き宿泊プラン『リッチな女子会』◆◆◆

＜ 期 間 ＞

＜ 料 金 ＞

＜ 特 典 ＞

2011年３月1日(火) ～４月28日（木）
※３/1９・２０を除く

平日・休日　お１人様　25,150円
土曜日　  　お１人様　29,150円
◆1日１室限定
◆1室４名様にてプレミアムフォース利用の場合のお1人様料金。
◆この料金には、夕食・朝食・室料・サービス料・消費税・入湯税が含まれます。
◆夕食はカロリー控えめのヘルシーメニューを（洋食または和食）。
　朝食も洋食と和食から選べます。
◆女性グループに限り、利用できるプランです。
◆チェックイン　15:00 　　チェックアウト　12:00

①客室にスチーマー（ナノケア）を用意。
②一人に１点ずつ「フェイスマスク」と「もこもこソックス」をプレゼント。
③「スパ モンターニュ」でのトリートメント優待券プレゼント。
④スパークリングワインを４名様に１ボトルプレゼント。
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『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㎡）        4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。

◆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。

花の開花状況も確認することができます。

★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）アルテ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　アルテ  ☎03-3667-6607

○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


