
 

 

 

 

 

 

 
箱根

の歴史をたどる

気持ちを体験していただける宿泊プラン
 

本プランは

試みとなります。

箱根越えとして旅人が苦労した箱根八里旧東海道石畳

飛龍の滝

人気の

 

 

 

 

 

 

 

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要

【期間】

【料金】料金：１名

    

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

【行程】１日目：チェックイン後

 ■詳細につきましては下記

  http://www.princehotels.co.jp/yunohana/plan/trekking/

 

 ◎お客さまからのお問合せ・ご予約

 

 

 

箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

箱根湯の花プリンスホテル

の歴史をたどる

気持ちを体験していただける宿泊プラン

本プランは「箱根甘酒茶屋

試みとなります。

箱根越えとして旅人が苦労した箱根八里旧東海道石畳

飛龍の滝を鑑賞しながら、峠で疲れを癒やした

人気の「Bakery&Table

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要

【期間】2018年

【料金】料金：１名

    料金には、

「Bakery

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

【行程】１日目：チェックイン後

２日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート

      

■詳細につきましては下記

http://www.princehotels.co.jp/yunohana/plan/trekking/

◎お客さまからのお問合せ・ご予約

箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

箱根湯の花プリンスホテル

TEL：0460

小林清親作 「箱根山峠甘酒屋」版画

                

湯の花プリンスホテル

の歴史をたどる体験プランとして、

気持ちを体験していただける宿泊プラン

箱根甘酒茶屋

試みとなります。 
箱根越えとして旅人が苦労した箱根八里旧東海道石畳

を鑑賞しながら、峠で疲れを癒やした

Bakery&Table箱根

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要

年 7月 31日（火

【料金】料金：１名さま￥

料金には、1泊夕

Bakery＆Table

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

【行程】１日目：チェックイン後

日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート

 9:15A.M. 

10:00A.M. 

12:20P.M. 

             

1:00P.M. Bakery&Table

2:00P.M. 

3:00P.M. 

3:30P.M. 

4:40P.M.

 

■詳細につきましては下記

http://www.princehotels.co.jp/yunohana/plan/trekking/

◎お客さまからのお問合せ・ご予約

箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

箱根湯の花プリンスホテル

0460-83-5111（直通）

「箱根山峠甘酒屋」版画 

                

箱根の魅力発見

湯の花プリンスホテル(所在地:神奈川県足柄下郡箱根町
体験プランとして、

気持ちを体験していただける宿泊プラン

箱根甘酒茶屋」と「Bakery&Table

箱根越えとして旅人が苦労した箱根八里旧東海道石畳

を鑑賞しながら、峠で疲れを癒やした

箱根」でランチをお楽しみ

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要

日（火）まで

さま￥18,700より（

泊夕・朝食・サービス料

Table箱根」のブランチ（

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

【行程】１日目：チェックイン後ホテルでごゆっくり

日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート

9:15A.M. 芦之湯～湯坂道入口（約

10:00A.M. 飛龍の滝～畑宿（約

2:20P.M. 甘酒茶屋～元箱根（約

    ※この後に続く

1:00P.M. Bakery&Table

2:00P.M. 元箱根～箱根神社（約

3:00P.M. 箱根神社～ザ・プリンス

3:30P.M. ザ・プリン

※出発まで

4:40P.M.～ホテル発小田原駅までお送りいたします。

■詳細につきましては下記より webサイト

http://www.princehotels.co.jp/yunohana/plan/trekking/

◎お客さまからのお問合せ・ご予約 

箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート箱根の文化と歴史を巡るルート「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖

【【【【期期期期 

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

箱根湯の花プリンスホテル 広報 

（直通） FAX

雨水がはけるよう計算された

                

箱根の魅力発見!! 箱根旧街道

神奈川県足柄下郡箱根町

体験プランとして、ホテル周辺の事業者と連携し

気持ちを体験していただける宿泊プランを販売いたしま

Bakery&Table

箱根越えとして旅人が苦労した箱根八里旧東海道石畳

を鑑賞しながら、峠で疲れを癒やした

でランチをお楽しみ

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要

）まで 

より（1室 2名さまご利用時）

・朝食・サービス料・消費税

のブランチ（1

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

ホテルでごゆっくり

日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート

芦之湯～湯坂道入口（約

飛龍の滝～畑宿（約

甘酒茶屋～元箱根（約

※この後に続く石畳道を

1:00P.M. Bakery&Table箱根でランチ

元箱根～箱根神社（約

箱根神社～ザ・プリンス

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

出発まで箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

～ホテル発小田原駅までお送りいたします。

サイト（鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へプラン

http://www.princehotels.co.jp/yunohana/plan/trekking/ 

 箱根湯の花プリンスホテル

箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル

「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖

 間】間】間】間】2018

◎本件に関する報道各位からのお問合せ 

 

FAX：0460-83

雨水がはけるよう計算された

旧東海道石畳 

                               

箱根旧街道でタイムスリップ体験
 

神奈川県足柄下郡箱根町

周辺の事業者と連携し

販売いたします。

Bakery&Table箱根」の協力の

箱根越えとして旅人が苦労した箱根八里旧東海道石畳を歩き

を鑑賞しながら、峠で疲れを癒やした創業 400年の
でランチをお楽しみいただけます

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要

名さまご利用時）

消費税・「箱根甘酒茶屋

1ドリンク付き

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

ホテルでごゆっくりお食事と温泉をお楽しみ

日目：名所・名物探訪へトレッキングスタート（約

芦之湯～湯坂道入口（約 20分）～飛龍の滝（約

飛龍の滝～畑宿（約 30分）～甘酒茶屋（約

甘酒茶屋～元箱根（約 40分） 

石畳道を“わらじ”

箱根でランチ（サンドウィッチ）

元箱根～箱根神社（約 10分）神社内参拝

箱根神社～ザ・プリンス 箱根芦ノ湖（約

箱根芦ノ湖より箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約

箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

～ホテル発小田原駅までお送りいたします。

鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へプラン

 

箱根湯の花プリンスホテル

 

箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル

「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖

2018 年年年年 7 月月月月 31

83-6556 

雨水がはけるよう計算された 

江戸初期から創業の

箱根甘酒茶屋

              

でタイムスリップ体験

神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯 93
周辺の事業者と連携し、江戸時代

す。 

の協力のもと

を歩き、箱根権現信仰者が身を清めたといわれて

年の「箱根甘酒

いただけます。 

箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要箱根路トレッキング「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へ」プラン概要

名さまご利用時） 

箱根甘酒茶屋

付き）が含まれております。

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン

お食事と温泉をお楽しみ

（約 18.5km、

分）～飛龍の滝（約

分）～甘酒茶屋（約

 

”に履き替え山歩き体験

（サンドウィッチ）

分）神社内参拝 ※

箱根芦ノ湖（約 20

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約

箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

～ホテル発小田原駅までお送りいたします。 

鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へプラン

箱根湯の花プリンスホテル TEL:0460

箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル箱根湯の花プリンスホテル 
「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖

31 日日日日（火（火（火（火)

江戸初期から創業の 

箱根甘酒茶屋 

              

でタイムスリップ体験 

93 総支配人:
、江戸時代に箱根を越えた

もと体験プランを販売

、箱根権現信仰者が身を清めたといわれて

箱根甘酒茶屋」で

 

 

箱根甘酒茶屋」にて 1ドリンク

）が含まれております。

【内容】鎌倉古道から芦ノ湖周辺へ箱根の文化と歴史を巡るトレッキングプラン※ガイドは付きません。

お食事と温泉をお楽しみください。

、6時間 30分）

分）～飛龍の滝（約 20分）

分）～甘酒茶屋（約 90分）休憩

に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

（サンドウィッチ） 

※九頭龍神社の新宮

20分） 

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約

箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

 

鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へプラン

TEL:0460-83-5111

  
「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖「鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へへへへ」」」」を体験する宿泊プランを体験する宿泊プランを体験する宿泊プランを体験する宿泊プラン

)までまでまでまで 

鎌倉時代の修行者が身を

清めた飛龍の滝

                  

:宮地博篤)は、
に箱根を越えた

体験プランを販売する

、箱根権現信仰者が身を清めたといわれて

でご休憩いただき、

ドリンク付き

）が含まれております。 

※ガイドは付きません。

ください。 

分） 

分）※芦之湯までは送迎します。

分）休憩 

に履き替え山歩き体験も可能です。（有料）

九頭龍神社の新宮も参拝

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約

箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。

鎌倉古道～旧東海道石畳～芦ノ湖へプラン）をご確認ください。

111 

を体験する宿泊プランを体験する宿泊プランを体験する宿泊プランを体験する宿泊プラン

鎌倉時代の修行者が身を 

清めた飛龍の滝 

 2018年 5

は、箱根エリア

に箱根を越えた人たちの 

する、当ホテル初の

、箱根権現信仰者が身を清めたといわれて

いただき、元箱根で

、 

※ガイドは付きません。 

※芦之湯までは送迎します。

も可能です。（有料） 

も参拝 

箱根湯の花プリンスホテルへ送迎車で（約 15分）

箱根湯の花プリンスホテルの温泉をご利用いただけます。 

をご確認ください。

を体験する宿泊プランを体験する宿泊プランを体験する宿泊プランを体験する宿泊プランをををを販売販売販売販売

関東総鎮守箱根権現として

古くから親しまれ

5月 

箱根エリア 
 

、当ホテル初の 

、箱根権現信仰者が身を清めたといわれてます。 
元箱根で

 

※芦之湯までは送迎します。 

 

分） 

をご確認ください。 

販売販売販売販売 

関東総鎮守箱根権現として 

古くから親しまれた箱根神社 


