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圧巻の富士山ビューに感動。御殿場プレミアム・アウトレット内に建つ
温泉リゾートホテル『HOTEL CLAD』

富士山ビューのフロント

2019 年 12 月 15 日オープンの『HOTEL CLAD（ホテル クラッド）』は、日本国内最大のアウトレット「御殿
場プレミアム・アウトレット」の「HILL SIDE」内に、位置しています。日帰り温泉『木の花の湯（このはなのゆ）』
を併設しているので、アウトレットでのショッピング、富士山の絶景、自家源泉の温泉と、休日を心ゆくまで楽しめる
リゾートホテルです。

１．ホテル名称とロゴ
HOTEL CLAD（ホテル クラッド）
「CLAD=まとった」という名称そのままに、居心地の良さに包まれる、
そんなくつろぎ空間を目指した宿泊施設です。ロゴマークは、「CLAD」の
文字と富士山をモチーフにデザインされています。

２．特徴
第１の特徴は、国内最大の「御殿場プレミアム・アウトレット」の敷地内
という立地。その高台に建つ 8 階建てのホテルです。
第２の特徴は、富士山ビューを最大限に生かした設計です。富士山が正面
に見えるように建物の向きも決めました。
第３の特徴は、日帰り温泉施設の併設。ホテルは客室のみで、宿泊者の入
浴や食事は併設の『木の花の湯』にある温浴施設やレストランが利用できま
す。こちらからももちろん富士山の絶景が楽しめます。
ホテルのメインターゲットは、「御殿場プレミアム・アウトレット」の利
用客。国内はもちろん外国からの観光客にも対応。ショッピングを楽しんだ
あとの癒しのひと時を提供します。

ホテルロゴ

３．デザインコンセプト
富士山ビューへのこだわり／天井高 4 メートルのエントランスロビーに入
ると、巨大なガラス窓の向こうに雄大な富士山が。客室をはじめとして、ホ
テル内は景観を第一に、窓の大きさや位置を工夫するなど、富士山ビューへ
のこだわりの空間構成になっています。
和モダン／日本の伝統を感じることができるよう、日本の伝統工芸、組子
細工や寄木細工などのモチーフを、フロントカウンターの背面や客室の照明
器具など随所に取り入れています。
本物志向の素材／ロビーの柱には、マグマが固まってできた玄武岩を採
用。また、開発で出た間伐材を活用した照明器具やテーブルなど、手触りや
香りからも本物を感じられるようにしています。

ホテル外観と富士山

４．食事・入浴
食事と入浴は併設の日帰り温泉『木の花の湯』で。宿泊者は、営業時間内
であれば、自由に行き来できます。
「ダイニング花衣（はなごろも）」では、宿泊プランに応じて、すき焼き
や国産牛の陶板焼きを楽しめる和食の御膳を用意しています。朝食は、宿泊
者のみ利用可能で、40 種ほどの料理が並ぶ和洋ブッフェスタイルです。
※当面の間、テイクアウトもできるモーニングボックスで提供しています。

広々と気持ちのよい大浴場も、朝 6 時～9 時は宿泊者専用に。空気の澄ん
でいる朝は富士山も見えやすく、宿泊者だけの特権です。

ホテル位置図
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5．客室
客室は全 182 室。富士山を望む富士山側と、森の緑を眺められる森林側が
あり、半分以上の客室が富士山ビューとなっています。ツインルームが主
で、室内は和モダンのテイストを取り入れつつ、デザイナーのこだわりを散
りばめた洋室に。アウトレット内にあるホテルならではの、人気ブランドと
コラボレーションした 3 室の「コンセプトルーム」も有しています。
（全室禁煙）
■富士ビューツインルーム
ホテルで最も象徴的な客室で、全 87 室と数も一番多いスタンダードタイ
プ。縦横ともに約２メートルもの大きな窓を設置したインパクトのある空間
で、時とともに変化していく富士山の景観を楽しめます。
室内は寄木細工のパターンを模した照明器具や、組子細工をモチーフにし
たカーペット、和紙の壁紙など、和を意識しながらもモダンなインテリアで
まとめられています。
壁一体型のオープンクローゼットで、空間に広がりを演出。コンパクトな
洗面台、レインシャワーもあるシャワーブースのみというシンプルながら機
能的なつくりになっています。
森林側にも、窓が小さくて落ち着く、同じ広さの「ツインルーム」が 52 室
あります。

富士ビューツインルーム

■富士ビューダブルルーム
全体的なつくりはツインルームと同じで、ダブルベッドを採用した客室が
9 室。森林側にも同じ広さの「ダブルルーム」が 19 室あります。
■富士ビューデラックスツインルーム
4 室ある「富士ビューデラックスツインルーム」は、広さおよそ 45 ㎡と、
全客室の中で一番大きくゆったりとしたサイズ。富士山を望む大きな窓が 2
つもあり、プライベート空間で雄大な富士山ビューを満喫できます。客室内
にはバスタブがあり、お湯につかりながら部屋越しに窓の外の富士山を見る
ことができる、楽しい設計になっています。
フローリングの一部には畳のスペースが設けられているので、足を伸ばし
てくつろぐこともできます。

富士ビューデラックスツインルーム

■スーペリアルーム
最上階 8 階の森林側に位置する「スーペリアルーム」は、33～35 ㎡ほどの
広さのゆったりとした客室。
四季を通じて森林の緑が望める部屋で、最大 4 名まで泊まることができま
す。
■アクセシブルルーム
バリアフリー仕様のユニットバスとトイレがついている「アクセシブルル
ーム」は、森林側に 1 室あり、広さは 23 ㎡です。
■コンセプトルーム
「御殿場プレミアム・アウトレット」にも“journal standard”として出店して
いる BAYCREW’S GROUP とコラボレーションしたコンセプトルームが 3 室
あります。ブランドが発信する独自の世界観を実際に体験できる、ここにし
かない特別な客室です。
「ブルックリンルーム with journal standard Furniture」（富士ビュー）
テーマは「ブルックリン地区の古いロフトをリノベーション」したような
空間。室内のドアにグレーチングメッシュ、ベッドとリビングの間仕切りに
格子状のガラスパーティションを設え、アイアンやレンガなどの素材を使っ
た内装が特徴です。
「ファッションルーム with journal standard Furniture」（森林側）
アウトレットでショッピングをした洋服を、存分に楽しむことができる客
室。思わずポーズをとりたくなる大きな鏡と、スタジオのような設え。アー
トワークはアーティスト・神山 隆二氏が書き下ろした作品です。
「CLASSIC USA ROOM with ACME Furniture」（森林側）
深いグリーンを基調とした客室には、無垢材やレザー素材などの家具が置
かれ、それぞれの素材を際立たせています。カジュアルな中に上品さや重厚
さ、クラシカルな風合いを持たせ、部屋全体に統一感を演出しています。

スーペリアルーム

コンセプトルーム「ブルックリンルーム」

コンセプトルーム「CLASSIC USA ROOM」
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『HOTEL CLAD』概要

１．名

称

HOTEL CLAD（ホテル クラッド）

２．運

営

株式会社小田急リゾーツ

３．開

業

2019 年 12 月 15 日（日）

４．所

在 地

〒412-0023 静岡県御殿場市深沢 2839-1
TEL 0550-81-0321（受付時間 10:00～19:00）

５．HP アドレス

https://www.gotemba-hotelclad.jp/

６．交

【車】

通

東名高速道路「御殿場 IC」から約 2km。
東名高速道路「足柄スマート IC」から約 3km。

【高速バス】

神奈川中央交通「相模大野北口・町田バスセンター～ホテル クラッド・木の

花の湯」で約 105 分。
【電車】

JR 御殿場駅より、東名御殿場 IC 経由御殿場プレミアム・アウトレット行きシャトル

バスで「御殿場プレミアム・アウトレット」下車。場内循環バスで約 5 分「HILL SIDE」へ。
※混雑状況により、出発時間が不定期になる場合があります。
７．客

室

全１８２室

収容人数４５８名

■富士山側

※全室禁煙、Wi-Fi 利用可
８７室

・富士ビューダブルルーム（23.0 ㎡）

９室

・富士ビューデラックスツインルーム（45.7 ㎡）

４室

・富士ビューデラックスダブルルーム（45.7 ㎡）

１室

・コンセプトルーム（45.7 ㎡）

１室

・スーペリアルーム（33.3～35.9 ㎡）

６室

■森林側

・富士ビューツインルーム（23.0 ㎡）

・ツインルーム（23.0 ㎡）

５２室

・ダブルルーム（23.0 ㎡）

１９室

・アクセシブルルーム（23.0 ㎡）

１室

・コンセプトルーム（23.0 ㎡）

２室

※共通設備・備品／テレビ、冷蔵庫、貴重品金庫、バゲージラック、加湿機能付き空気清
浄機、バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル、館内着、ドライヤー、ハンガー、
館内履きサンダル、室内履きスリッパ、電気ケトル、グラス、マグカップ、消臭スプレー、
洋服ブラシ、シャンプー、リンス、ボティーソープ、ハンドソープ、ボディタオル、
ハミガキセット、ヘアブラシ、お茶セット(無料)、ミネラルウォーターなど
※貸し出し備品／ブルーレイプレーヤー、アイロン＆アイロン台、ズボンプレッサー

８．館 内 設 備

☆チェックインタイム

15：00

☆チェックアウトタイム

10：00

ランドリーマシン（３Ｆ）、電子レンジ（３Ｆ）、自動販売機（４・６・８Ｆ）、
製氷機（４・６・８Ｆ）、喫煙ブース（５・７Ｆ）

９．駐

車 場

10．宿泊者用の
『木の花の湯』
営業時間

３２０台
ダイニング花衣
大浴場

朝食

7：00～9：30（最終入店 9：00）

6：00～9：00（終了）
10：30～23：00（終了）

３

フォトギャラリー

富士山を望むフロント・ロビー

ホテル外観

ツインルーム 森林側

コンセプトルーム「ブルックリンルーム」

組子細工をあしらったフロント

コンセプトルーム「ファッションルーム」

朝食テイクアウトメニュー（イメージ）
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