
Smell, Touch, Taste, Sight, Hearing

コンセプトは、五感で楽しむゆらぎ。
ゆれるキャンドルの炎や小川のせせらぎ、そよ風になびく木の葉など、
自然界の不規則なリズム「ゆらぎ」は、私たち現代人に深いやすらぎを
もたらすといわれています。
日常を離れる旅の一日は、心地よい「ゆらぎ」に包まれて、身も心もリラ
ックスしていただきたい……そんな想いから生まれた、香湯楼井川の
おもてなしコンセプトは「五感で楽しむゆらぎ」。
嗅覚・触覚・味覚・視覚・聴覚。
ひとつひとつの感覚にやさしく働きかける「ゆらぎ」に包まれて、どうぞ
ゆったりとお過ごしください。

https://www.kouyurou-ikawa.jp
〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈 43-2
TEL.055-948-1601　FAX.055-948-1602

エントランス＆ラウンジ

● 客室　全 28室
● 男女別展望大浴場・空中露天風呂
● 香湯庵waroma
　 源泉かけ流し貸切湯浴み処「GEN」
　 源泉かけ流し貸切湯浴み処「HAKU」
　リラクシングサロン「OU」
● 源泉かけ流し貸切湯浴み処「ぺすのゆ」
● karada salon 「TONE」
● YADO MART cocon 
● 卓球&キッズルーム
● 無料託児ルーム　 
● お食事処「まる」「たすき」「あられ」
● 個室小宴会場「からくさ」 4 室 
● 大宴会場 (100 名収容）  
● コンベンションホール 
● クラブ「姫」

和の香を愛でる。和の湯を愛でる。

「ぺすのゆ」

源泉かけ流しの湯舟と和の香ただようリビングエリアがゆらぎの時を演出。
香湯庵waroma には、２つの貸切湯浴み処とリラクシングサロンがございます。

香湯庵 waroma “GEN”

展望大浴場 “あやめの湯”

スタンダードルームハリウッドツインルーム
コンフォートルーム

屋上空中露天風呂 “頼政の湯 ” 湯上がり処

黒をイメージした落ち着きのあるリビングと
モノトーンのモザイクタイルの湯舟。
「メディテーション」を促す沈香の香り。

GEN
足浴を楽しめるカウンターシートが人気の
リラクシングサロン。
湯上がりのお飲物もご用意しております。

OU
白をイメージした爽やかな雰囲気のリビングと
石のぬくもりを感じるスクエアな湯舟。
「リフレッシュ」できる薄荷の香り。

HAKU RELAXING SALON

モダンな銭湯をイメージした「ぺすのゆ」は、NY
在住アーティスト PESUART とのコラボレーション
で誕生したワン＆オンリーな貸切湯浴み処。
銭湯絵には欠かせない日本のシンボル「富士山」と
当館のコンセプト「ゆらぎ」をテーマに描き下ろさ
れた大きなタイル絵が壁一面を飾ります。

とれたてのハーブを使用した “KAISEKI “スタイルのご
夕食。和食の枠にとらわれない調理長の味覚の世界を、季
節変わりの献立でお楽しみいただけます。全18種類のオリ
ジナルタパスも好評です。

スタンダードルームをはじめ、客室最上階のコン
フォートルーム、ワイドベッドが快適なハリウッド
ツインルームなど、様々なお部屋タイプをご用意し
ております。どうぞお好みの 1 室で、休日ならで
はのゆらぎの時をお楽しみください。

敷地内にある自家源泉「あやめ温泉」は、伊豆長岡・古奈の
地に生まれ源頼政の妻となったあやめ御前ゆかりの温泉。
肌あたりのやわらかなアルカリ性「美肌の湯」です。

最上階には、男女別展望大浴場と屋上空中露天
風呂がございます。山々の緑と街並みを望む眺
めの良い空間で、ゆったりと湯浴みをお楽しみ
ください。

貸切湯浴み処

PESU ( 内藤勇志 )
静岡県富士市出身、NY在住。 
一定時間内でのアートパフォーマ
ンスを競う NY 発祥のアートバト
ルにて 2006 年連続優勝。
その後、MTV, COACH, EVISU, 
Whole Foods, NIKE iD など様々
なブランドとのコラボレーション
を成功させ、American Cancer 
Society, NY Lions Club, Earth 
Day New York, などアメリカの 
NPO 団体にも参加。NY を代表
するアーティストとして活躍を続
けています。

自家源泉「あやめ温泉」

ハーブが香る“KAISEKI”と
　　　　　オリジナルタパス

くつろぎのお部屋
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