
鬼怒川温泉ホテル

〒321-2592 栃木県日光市鬼怒川温泉滝545

0120-01-2644　

TEL: 0288-77-0025（代表） FAX: 0288-77-2230

http://www.kinugawaonsenhotel.com

お問い合わせ・お申し込みは

Kinugawa Onsen Hotel



ようこそ、“結旅”の 宿へ
Welcome to Kinugawa Onsen Hotel

YUI        TABI



結旅。

家族同士、大切な人同士の

絆を深める物語をつくる宿。

すべてのお客様の笑顔のために

旅のコンシェルジュとして

おもてなしいたします。

Yui Tabi

A trip that deepens your ties with the important 
people in your life.
Kinugawa Onsen Haotel greets you with the best in 
hospitality on such splendid occasions.



好みの料理を頬張りながら話に花咲かせ、

気がつけば、笑顔がこぼれる。

鬼怒川温泉ホテルのお料理は、

郷土の素材にこだわった、

ライブ感のある色とりどりのブッフェ、

お部屋でゆっくりいただく会席料理、

個室ダイニングで楽しむワンランク上の鍋料理、

３つのスタイルから自由にお選びいただけます。

オリジナリティーあふれる調理サービスで

食の驚きを提供いたします。

Enjoy a great conversation over your favorite dishes.

At the Kinugawa Onsen Hotel we offer three different deli-
cious kind of dining experiences, each made with the finest, 
freshest locally sourced ingredients:
A buffet with splendid variety of dishes, a kaiseki dinner 
served in the comfort of your room, or superior grade Nabe 
(Hotpot) in our private dining rooms.

Dining
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お部屋食 会席料理
Multi course dinner

個室ダイニング

結坐-yuiza- 鍋料理
Private Dining Nabe (Hotpot)

大切な方との上質な時間を過ごせるモダンな空間で、

栃木産のブランド肉や契約農家の朝採れ野菜など、

地元食材をふんだんに使用したコース料理を楽しめます。

 
Entertain your special guests in private dining rooms “Yuiza” 
with luxury meal. Made with Tochigi branded meats and only 
the highest quality vegetables grown from local farmers.

旬の味覚をふんだんに使った

会席料理を、プライベートな

空間でゆっくりいただけます。

先付け、前菜からはじまり、

お刺身や焼き物など、10品前後の

料理をお楽しみいただけます。

 
Enjoy a kaiseki dinner, prepared 
from a rich array of fresh, in-season 
ingredients, in your room. Your 
dinner will feature about 10 dishes, 
including pre-appetizer, appetizer, 
sashimi, and grilled food.

石窯ダイニング 

楽炎-rakuen- ブッフェ
Dinning Buffet

ライブ感あふれるダイニングには和洋中

70種以上の料理をご用意。

食材により2種の窯を使い分ける

ウッドバーニングオーブンやオープンキッチンで、

ピザやステーキ、天ぷら、寿司など、

できたての料理をいただくことができます。

 
The buffet features over 70 different types 
of freshly prepared Japanese and Western 
dishes, ranging from pizza baked in our 
wood-burning oven and steak grilled in our 
open kitchen, to tempura and sushi.

お好みで選べる3つの食事スタイル



肩肘張らない空間にこころ和み、

自然とはじまる、団らんのひととき。

３つの館に、それぞれ趣向の違った

合計７種のお部屋をご用意。

旅のスタイルに合わせて、

お部屋をお選びいただけます。どことなく

懐かしくありながらモダンなしつらえで、

ゆっくりとおくつろぎいただけます。

Relax to your heart’s content in our comfortable 
but anpretentions rooms and a natural setting 
where you can enjoy quality time with family or 
friends.

We provide seven different types of guest rooms, each 
with their own style, in three different buildings.
Choose the type of room that best suits your style.
The rooms have a subtly nostalgic feel to them, 
while featuring modern amenities to help you 
unwind and relax.

Guest Rooms

むなご



和室［3-4F］

キディルーム

和ベッドルーム［7F］

赤ちゃんルーム

和室［4-10F］

湯の街館
Yunomachi-kan

遊楽館
Yuraku-kan

和洋室［5-6F］

２名様専用の客室は

すべて渓谷側に面しています。

カップルやご夫婦でのご旅行に

おすすめです。ラグジュアリーな

和洋室や、ローベッドを配置した

お部屋もご用意しています。

Rooms for couples all face the 
ravine. These rooms hybrid 
Japanese-Western style, or with 

low beds.

和洋室	 セミダブルベッド2台＋和室
和室	 和室8畳＋広縁
和ベッドルーム	和室10畳
（全31.6m2）

すべての客室が渓谷に面した

和室は、３館の中でいちばんの

広さ。ゆっくりと団らんの

ひとときをお過ごしいただけます。

Japanese-style rooms, all of 
which face the ravine, are the 
largest among the rooms in 
Annex 3. These rooms are ideal 
for spending quality time with 
multi-generation family groups 
or all-female groups.

和室　12畳＋広縁（46.6m2）

12畳の和室は、みんなで

わいわい楽しむグループ旅行に

ぴったり。渓谷側に面した

お部屋と、山側に面した

お部屋があります。

The 12-tatami mat Japanese 
rooms are ideal for lighthearted 
groups. These rooms either face 

the ravine or the mountains.

和室　12畳（38.9m2）

　

全室バス・トイレ（ウォシュレット）付き和室［11F］

鬼怒川の自然を満喫できる3つの館

和室［2-6F］

懐かし館
Natsukashi-kan



やさしい湯にのびのびと、

からだ癒せば、こころほぐれる。

渓谷の息づかいが感じられる木造りの「渓谷の湯」、

天然石を用いた石造りの「湯里」。

2つの大浴場は朝夕、男女交代制なので、

合わせて十色の湯めぐりをご堪能いただけます。

エッセンシャルオイルを使ったアロマテラピーも

深いリラクゼーションへと導きます。

Relax in our gentle hot springs 
to heal your body and clear your mind.

The “Keikoku no Yu” features wooden baths and gives 
you a flavor of the natural surroundings of the ravine. 
The “Yuri” features baths made of four different types 
of natural stone.
Each of these bathing areas features five different 
types of baths and are open in the morning and late 
afternoon exclusively for female or for male guests, 
depending on time slots. Please come and enjoy up to 
ten different types of baths to your heart’s content.
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木造り大浴場 渓谷の湯  Wooden bath

天然石を使ったお風呂をお楽しみいただける大浴場。

「癒し風呂」「美容風呂」「結旅風呂」「健康風呂」に加え、

「露天風呂」や「サウナ」もお楽しみいただけます。

This large bathing area features baths made of four different 
types of natural stone. Please come and enjoy the Healing Bath, 
the Beauty Bath, the Yui Tabi Bath, the Health Bath, and the 
additional Outdoor Bath.

石造り大浴場 湯里   Stone bath 

鬼怒川の渓谷を臨むことができる大浴場。「ゲルマニウム風呂」

「健緑石風呂」「木造大風呂」「半身浴風呂」「露天岩風呂」の

５つのお湯をお楽しみいただけます。「サウナ」もございます。

This large bathing area features baths made of four different 
types of natural stone. Please come and enjoy the Healing Bath, 
the Beauty Bath, the Yui Tabi Bath, the Health Bath, and the 
additional Outdoor Bath.

貸切風呂（有料）

とうき（露天風呂2つ 内風呂1つ）
露天風呂は陶器の浴槽が2つ。 
一寸法師になった気分を味わえます。

きはだ（露天風呂1つ 内風呂1つ）
木造り風の貸切風呂。脱衣所までは
バリアフリー対応です。

露天風呂
鬼怒川の川音と空気を感じながら入浴できます。

癒し風呂
（スモーキークオーツ ＋ マラカイト）
癒しや安眠をもたらす精神安定効果が
あると言われています。

美容風呂
（アイオライト ＋ ブルーアパタイト）
ダイエットに最適なデトックス効果が
あると言われています。

結旅風呂（ターコイズ ＋ムーンストーン）
旅の安全を守り、チャンスと出会いを
もたらすと言われています。

健康風呂（トルマリン）
周囲のイオンバランスを整える
健康効果があると言われています。

露天岩風呂

天然石を
使った大浴場

鬼怒川の渓谷を
臨む大浴場

露天岩風呂
渓谷の心地よい空気を感じられる広 と々した露天風の岩風呂です。

ゲルマニウム風呂
体質改善、疲労回復等の効果があると
言われています。

半身浴風呂
時間をかけて入ることで、
体の芯からあたたまります。

木造大風呂
木造りの大きな浴槽で
心も体もリラックス。

健緑石風呂
体内の老廃物を排出し、体調を整える
薬石と言われてます。

全天候型室内温水プール
「まーめいど」
キッズ向けの室内温水プー
ル。夏休みなど特定日のみの
営業となります。

渓谷沿いの2つの大浴場で十色の湯めぐり。貸切風呂も

露天風呂

アロマルーム
リフレクソロジーサロン
リラクゼーション施設も
完備。温泉でゆっくりと
体を温めてからご利用
いただくと効果的です。

アロマルーム
リフレクソロジーサロン
リラクゼーション施設も
完備。温泉でゆっくりと
体を温めてからご利用
いただくと効果的です。
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語らい、笑い、唄い、楽しむ。

いろいろな場面で思い出が生まれる。

ゆったりとおくつろぎいただける

暖炉のあるロビーラウンジの他、

温泉卓球やカラオケルーム、

そしてスタッフとの楽しいイベントなど。

お部屋以外の場所でも、館内の至る所で、

ゆっくり、楽しくお過ごしいただけます。

Chat, party, sing, and have a good time – 
There are so many opportunities for creating 
great memories.

In addition to the Lobby Lounge, where you can 
unwind and relax, we also offer a hot spring table 
tennis area and karaoke room.
Enjoy an easy pace during your stay, not only in your 
room, but also at a variety of other areas in the hotel.

Facilitiesむ
た

のし



湯の街でひらく

宴や集いは特別なもの。

温泉ならではの宴会場をはじめ、

大切な人との絆を育む空間が広がります。

お気軽にご利用ください。

館内のご案内

高膳（テーブル膳）

温泉卓球

ロビーラウンジ

お土産処「花神楽」館内イベント 大宴会場

小宴会場

多目的サロン

大会議室 小会議室

パーティールーム「華」

ナイトラウンジ
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周辺観光情報

鬼怒川温泉の周辺には、この地を

存分に楽しむことができる名所がずらり。

ぜひ、思い出づくりにお出かけください。
当ホテルからの所要時間	：	 	車　 	徒歩　 	ホテルより直行バス運行（予約制／有料）

栃木県ではじめてラフティングとキャニオ
ニングを紹介したNAOC（ナオック）がガ
イドを務める。冬期はスノートレッキング
などが楽しめる。

 約5分

NAOC ラフティング＆
キャニオニング

アクティブ

鬼怒川と川治、両温泉の中間に位置する。
まるで龍がのたうつ様を思わせるような
迫力のある大景観が約3キロも続く。

 約10分

龍王峡

自然

鬼怒川温泉山麓駅から高低差300mの山頂
まで、約4分で一気に昇る。山頂では、サル
たちの遊ぶ姿が見られることも。

 約3分　  約6分　

鬼怒川温泉ロープウェイ

武家屋敷などを再現した村で、江戸時代に
タイムスリップ。大忍者劇場でのアクション
ショーや、江戸時代のコスプレも楽しめる。

 約15分　  約20分

EDO WONDERLAND
日光江戸村

世界の有名建築物や遺跡が、25分の1の
縮尺で精巧に再現されたテーマパーク。
一日で世界一周体験ができる。

 約10分　  約15分

東武ワールドスクウェア
複数のお寺やお堂が集まる。宝物殿に
は、1200年もの日光の歴史を今に伝える
資料が多数貯蔵されている。

 約45分

日光山 輪王寺

歴史

北関東のパワースポットとし
て有名な神社。1617年に朝
廷から東照大権現の神号を
与えられ、改葬された徳川家
康が祀られている。

 約45分

日光東照宮歴史

鬼怒川温泉
ホテル

渓谷美の極みとして名高い鬼怒川を、船頭
さんの巧みな櫂さばきで豪快に下る。奇石・
怪石が織りなす造形の妙を、川面から味わう
ことができる。 ※4月下旬頃〜11月中旬頃営業

 約5分　  （鬼怒川温泉駅より）約4分

鬼怒川ライン下り アクティブ

レジャー

自然

レジャー



1872（明治5）年、日光東照宮の楽人（雅楽の奏者）だった金谷

善一郎と、日光見物に来て宿がとれず途方に暮れていた一人の

外国人との運命的な出会いがありました。

この外国人が「ヘボン式ローマ字」の発案者として有名なヘボン

博士でした。善一郎は、彼から「国際的観光地として日光が発

展するためには、外国人観光客を受け入れる宿泊施設が必要で

ある」と助言を受け、自宅の一部を外国人に提供し、1873（明治

6）年、「カッテージ・イン」と名付け宿を始めました。

善一郎のお客様を思う心が、日光と海外を結びました。この出来

事こそが、鬼怒川温泉ホテルのルーツとなる、日本におけるホテル

の起源となった“日光金谷ホテル”の誕生となり、ここから“金谷の

おもてなし”がはじまりました。

1927（昭和2）年、浅草から日光まで東武鉄道が開通。それに

伴い日光金谷ホテルの鬼怒川支店として、鬼怒川の発展の端緒

を開く形で1931（昭和6）年、鬼怒川温泉ホテルが開業しました。

その後、1953（昭和28）年に日光金谷ホテルから独立し、独自の

発展を遂げ、今に至ります。

この歴史とおもてなしの心を継承し「心をつなぐ〜結旅〜」の宿

としてお客様おひとりおひとりの「結旅の物語」を今もお作りして

おります。

創業当時の外観 

談話室 レストランコージーコーナー 客室

心をつなぐ “結旅” 誕生ヒストリー



交通のご案内

人に優しくすべての人が自然と笑顔に

なれる宿。お客様の“ハレの日”を、

スタッフが誠心誠意演出いたします。

•お泊り	 693名
•お部屋	 162室
•大宴会場	 5室（内	本舞台付2室）
•中宴会場	 3室
•小宴会場	 12室
•コンベンションホール（会議室）　1室
•会議室	 2室
•木造り大浴場	「渓谷の湯」
•石造り大浴場	「湯里」
•貸切風呂	「きはだ」「とうき」
•アロマルーム
•リフレクソロジーサロン

館内のご案内

•石窯ダイニング
		「楽炎-rakuen-」
•個室ダイニング
		「結坐-yuiza-」
•ロビーラウンジ「暖-dan-」
•お土産処「花神楽」
•ナイトラウンジ
•多目的サロン
•パーティールーム「華」
•懐かしのゲームセンター
•温泉卓球
•全天候型温水プール
		「ま～めいど」（5×12m）
※プールの営業日は
　お問い合わせください。

石造り大浴場・全天候型温水プール
懐かしのゲームセンター

ロビーラウンジ・ナイトラウンジ
お土産処「花神楽」

客室451～459・470～471
第1・2会議室

客室551～559・570～577

客室651～659・670～676

客室751～759・770～777

客室851～859・870～877

客室951～959・970～977

客室1051～1059・1070～1077

客室1151～1159・1170～1177

リフレクソロジーサロン・アロマルーム木造り大浴場貸切露天風呂

351～355 宴会場

石窯ダイニング 玄関・フロントロビー　客室200～206

個室ダイニング 結坐

客室420～428
コンベンションホール

客室320～328

客室520～528
客室620～628
客室720～728

客室400～410
客室500～510
客室600～610
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懐かし館湯の街館遊楽館

お車をご利用の場合

電車をご利用の場合
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JR・東武直通特急　約120分

JR	東北新幹線 JR	日光線 徒歩（乗り換え） 東武鬼怒川線

約70分 約30分 約20分約25分

東武（特急）スペーシア　約120分
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首都高速 東北自動車道

東北自動車道
日光宇都宮
有料道路

約100km

約225km 約19km

約20km

約15km

国道119号

国道121号
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鬼怒川温泉駅

東武
ワールド
スクウェア

小佐越駅

新高徳駅

▼至浅草・今市・日光

鬼怒川公園駅

鬼怒川
有料道路

▶至大沢I.C.／至杉ノ郷C.C.
　（当ホテルより車で約30分）

鬼怒川金谷ホテル

鬼怒川温泉ホテル

  

水車屋

鬼怒川
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お客様専用
駐車場
（第2）

湯の街公園

▲至龍王峡
龍王峡ライン

（有料）

▲至川治温泉・
　龍王峡
　（当ホテルより
　 車で約10分）

旧並
木街
道

滝見橋

くろがね橋

カントリークラブ

EDO 
WONDERLAND

日光江戸村

13

14

鬼怒川温泉
ロープウェイ

鬼怒川公園
岩風呂

東京

神奈川
千葉

群馬

日光市

栃木

埼玉
茨城

鬼怒川温泉ホテル
〒321-2592
栃木県日光市
鬼怒川温泉滝545
0120-01-2644　


