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WELCOME TO 
HILTON ODAWARA RESORT & SPA

Our resort setting is ideal for your next business 
meeting or event

Located just 60 minutes from Tokyo, Hilton Odawara Resort & Spa is nestled 
among the foothills of Mt. Hakone and features spectacular views of Sagami 
Bay. All of our 173 guest rooms offer a host of amenities and incredible views. 
Additionally, our facilities include a pool area, a 25m swimming pool, 
a natural hot spring bathhouse, tennis courts, golf courses, as well as a salon 
and stone spa. Our 19 event rooms are available in a variety of sizes and 
includes Hilton Arena, which can accommodate up to 1,000 guests and is 
equipped with the latest audiovisual equipment.

ヒルトン小田原リゾート＆スパへ 

ようこそ

リゾート環境でビジネスとリラックスを融合した 
理想的なイベントを

都心からわずか60分。箱根山のふもとに位置するヒルトン小田原リゾート&

スパは、相模湾の穏やかな景色を一望でき、73,000坪もの広大な敷地を持つ

国内有数のリゾートホテルです。客室からはオーシャンビューを望み、11種類の

プールや天然温泉大浴場、テニスやゴルフなどのスポーツ施設、スパ、岩盤

浴施設、ホテル直営レストランなどを有し、充実した時間をお過ごしいただけ

ます。最大 1,000名様まで収容可能なヒルトン・アリーナを含む大小 19室の宴

会場は、用途に応じて最適な音響・照明設備をご用意。ビジネスとリラクゼー

ションが融合した理想的なミーティング＆イベント環境をご提案いたします。
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GUEST ROOMS

All of our 173 guest rooms feature 
incredible views of Sagami Bay. We 
offer a variety of rooms to suit your 
travel needs including private cottages, 
traditional Japanese-style rooms and 
spacious suites.

AMENITIES & SERVICES

• Air conditioning

• Satellite Broadcasting/Communications 

Satellite Broadcasting with English 

programs available

• Internet access

• Hair dryers

• Yukata (Japanese robe), bathrobes and 

slippers

• Mini fridge

• Wheelchair-friendly rooms

• Non-smoking rooms

• The Lobby Lounge
 Featuring large windows with charming garden 

views as well as garden seats outside.

• Aquafe - Poolside Restaurant 
A laid-back, poolside restaurant. Open 
seasonally.

• Casareccio - Garden Restaurant 
Facing the courtyard and designed in the 
style of a mountain cabin. Open seasonally.

LOCAL ATTRACTIONS

• Odawara Castle

• Lake Ashinoko

• Hakone Sculpture Garden

• Hakone Gora Park

• Atami

• MOA Museum of Art

• Mt. Fuji

• Fuji-Hakone-Izu National Park

CHECK IN/OUT

Check-in: 3:00pm

Check-out: Noon

ON-SITE LEISURE FACILITIES

Our facility features 11 types of pools and a 
natural hot spring bathhouse featuring open-
air baths. We also offer indoor and outdoor 
facilities for tennis, golf and table tennis.

MEETINGS

We offer 19 rooms of various sizes to cater to 
everything from small business meetings to 
international conferences. Our rooms include 
Hilton Arena, which can accommodate up to 
1,000 guests, as well as traditional Japanese-
style banquet rooms that can accommodate 
up to 60 guests.

DINING & ENTERTAINMENT

All of our restaurants use the freshest  
seasonal ingredients.

• Flora - Brasserie
 An all-day dining restaurant serving 

breakfast, lunch and dinner, all using local 
ingredients.
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ロケーション 
LOCATION

Ideally located for both business and leisure travelers

Hilton Odawara is surrounded by the majestic mountains of Hakone and the Pacific Ocean. Our resort is also easily accessible to 
Tokyo, and just 35 minutes from Tokyo Station by bullet train and 60 minutes from Yokohama by car.

• Complimentary shuttle bus: Operating daily from Nebukawa Station on the Tokaido main line and offering weekday service from 
 Odawara Station on Tokaido Shinkansen, Tokaido main line and Odakyu Dentetsu.

• By car: Tomei Expressway Atsugi IC ~ Odawara Atsugi Motorway (in the direction of Manazuru Motorway) ~ Seisho Bypass Ishibashi 
 IC ~ National Highway 135 ~ Enter the prefectural highway 740 from the junction in front of Manazuru and pass by JR Nebukawa 
 Station. An entrance will appear about 1,600ft ahead.

• From the airport: From Haneda Airport, take the Keihin Express main line (Airport Express) to Shinagawa Station (about 15 minutes). 
  From Shinagawa Station, take the Shinkansen bullet train to Odawara Station (about 30 minutes), and then take a cab or the 
 complimentary shuttle bus (about 20 minutes). From Narita Airport, take the Narita Express to Shinagawa Station (about 70 
 minutes), take the Shinkansen bullet train to Odawara Station (about 30 minutes), and then take a cab or the complimentary 
 shuttle bus (about 20 minutes).

箱根観光やビジネスに最適なロケーション

ヒルトン小田原リゾート＆スパは、箱根の連なる山 と々雄大な海に囲まれた城下町 「小田原」に位置します。都心からほど近く、新幹線なら 
東京駅から約35分、横浜から車で約 1時間と、アクセスしやすいロケーションです。

•  無料シャトルバス：東海道本線「根府川駅」から毎日運行。東海道新幹線、東海道本線および小田急電鉄「小田原駅」からは 
月～金のみ運行 (祝日・特定期間を除く)。

•  お車をご利用の場合：東名高速道路「厚木 IC」～小田原厚木道路 (真鶴道路方面)～西湘バイパス石橋 IC～国道 135号線～真鶴 
有料道路手前の分岐点から斜め前方の県道740号線に入り、JR根府川駅を通過。約500m先右側に進入路がございます。

•  空港からのアクセス：

  ＜羽田空港より＞ 京浜急行本線（エアポート急行）にて品川駅へ約15分、品川駅より新幹線にて小田原駅へ約30分、小田原駅より
タクシーまたは無料シャトルバスにてホテルへ約20分

   ＜成田空港より＞ 成田エクスプレスにて品川駅へ約70分、品川駅より新幹線にて小田原駅へ約30分、小田原駅よりタクシーまた
は無料シャトルバスにてホテルへ約20分

チームビルディングなどにも活用していただけ
る最適な環境をご提供いたします。

ミーティング

各種ミーティング、セミナーから国際会議まで、 
さまざまな用途にご利用いただける大小 
19室の宴会場を有します。最大 1,000名様 
まで収容可能なヒルトン・アリーナや 
オーシャンビューの会議室、最大60名 
までご利用可能な和室宴会場をご用意 
しております。

ダイニング

厳選された旬の食材をふんだんに用いた 
お料理を提供致します。カジュアルな 
ランチから本格的なコースディナーまで、 
お好みやスタイルにあわせてご利用ください。

• ブラッセリー「フローラ」
  新鮮な地元素材を取り入れたブッフェレ
ストラン。夕食時は和食会席や洋食コー
ス(要予約)もご用意しております。

•「ザ・ロビーラウンジ」   
大きな窓から望む美しい庭園が魅力的な
ロビーラウンジ。ガーデン席もご用意し
ております。

• プールサイドレストラン「アクアフェ」
水着のままでもご利用いただけるカジュ
アルレストラン（季節営業）

• ガーデンレストラン「カサレッキオ」
  ホテル中庭の池に面した山小屋風の 
ガーデンレストラン（季節営業）

ホテル周辺の観光

• 小田原城
• 芦ノ湖
• 箱根彫刻の森美術館
• 箱根強羅公園
• 熱海
• MOA美術館
• 富士山
• 富士箱根伊豆国立公園

チェックイン/チェックアウト

チェックイン: 3:00pm

チェックアウト: 12:00pm

客室

オーシャンビューを望む全173室の客室から
は、穏やかな相模湾が一望でき、朝日に染
まる空と海を眺めながら、一日をスタートし
ていただけます。機能性を重視した、ご利用
目的に合わせた異なるタイプの客室を 
ご用意。独立型コテージから、和室やベッ
ドルームとリビングルームを備えた和洋室 
まで幅広く取りそろえております。

アメニティ&サービス

• 室内手動調整空調
• BS/CS放送、英語放送
• インターネット接続
• ヘアドライヤー
• 浴衣、バスローブ、スリッパ
• 保冷庫
• バリアフリー・ルームあり
• 禁煙ルームあり

当ホテルの施設

レジャープール施設、天然温泉の露天風呂や
大浴場で、日頃の疲れをゆっくり癒してい
ただけます。テニスやゴルフ、ジョギング、バ
ドミントン、卓球などをお楽しみいただける
スポーツ施設が屋内外に充実。 
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MEETINGS & EVENTS

EVENT & MEETING ROOM FLOOR PLANS宴会場間取り図

ミーティング＆イベント

ホワイエ
Foyer

ヒルトン・アリーナ
Hilton Arena

25.6m

31.2m 13.3m

天井高9m

25.6m 25.6m25.6m

収容人数 ： スクール形式 100名様 シアター形式 200名様

 着席 100名様   立食 130名様

会場規模 ： 面積 210m2   64坪   天井高 7.4m

アートルーム

Capacity of Art Room :  100 for Classroom, 200 for Theater, 
                    100 for Dinner setup and 130 for Cocktail

Art Room

収容人数 ： スクール形式 20名様   シアター形式 40名様

 着席 24名様

会場規模 ： 面積 58m2   22坪   天井高 2.5m

箱 根

収容人数 ： スクール形式 40名様   シアター形式 70名様

 着席 40名様

会場規模 ： 面積 85m2   26坪   天井高 2.5m

足 柄

収容人数 ： スクール形式 40名様 シアター形式 70名様

 着席 40名様

会場規模 ： 面積 85m2   26坪   天井高 2.5m

朝 霧

Capacity of Hakone :  20 for Classroom, 40 for Theater and 24 for Dinner setup
Capacity of Ashigara :  40 for Classroom, 70 for Theater and 40 for Dinner setup
Capacity of Asagiri :  40 for Classroom, 70 for Theater and 40 for Dinner setup

箱 根
Hakone

足 柄
Ashigara

朝 霧
Asagiri

収容人数 ： スクール形式 50名様 シアター形式 1 10名様

 着席 50名様   立食 60名様

会場規模 ： 面積 123ｍ2   37坪   天井高 3.5m

竹 園

竹 林

収容人数 ： スクール形式 120名様 シアター形式 220名様

 着席 120名様   立食 150名様

会場規模 ： 面積 255ｍ2   77坪   天井高 3.5m

竹

Capacity of Take :  120 for Classroom, 220 for Theater, 
                                      120 for Dinner setup and 150 for Cocktail

Take

収容人数 ： 着席 24名様 (33畳)

会場規模 ： 面積 54m2  17坪  天井高 2.6m
初 島

Capacity of Hatsushima :  24 for Dinner setup

Hatsushima

収容人数 ： 着席 56名様 (65畳)

会場規模 ： 面積 107m2  33坪  天井高 2.9m
大 島

Capacity of Oshima :  56 for Dinner setup

Oshima

収容人数： スクール形式 640名様 
 シアター形式 1,000名様 
 着席 530名様 
 立食1,000名様

会場規模： 面積 800m2 
 242坪 
 天井高 9m

アリーナ

ヒルトン・アリーナ/Hilton Arena

竹 / Take

Capacity of Arena: 640 for Classroom, 1,000 for Theater, 530 for Dinner setup

NOZOMI

収容人数 ： 着席 60名様 立食 60名様

会場規模 ： 面積 138ｍ2   42坪   天井高 2.5m
NOZOMI

Capacity of NOZOMI : 60 for Dinner setup and Cocktail

Capacity of Ⅰ+Ⅱ or Ⅱ+Ⅲ : 40 for Dinner setup, 35 for Cocktail, 42 for Classroom and 96 for Theater

Capacity of Ⅰ, Ⅱ or Ⅲ : 20 for Dinner setup, 24 for  Classroom and 48 for Theater 

収容人数 ： 着席 40名様 立食 35名様 スクール形式 42名様 シアター 96名様

会場規模 ： 面積 92ｍ2   28坪   天井高 2.5m

収容人数 ： 着席 20名様 スクール形式 24名様 シアター 48名様

会場規模 ： 面積 46ｍ2   14坪   天井高 2.5m

Ⅰ Ⅱ

Ⅰ+Ⅱ

ⅠⅡⅢ

Ⅱ+Ⅲ

Ⅲ

NAGAME

Capacity of NAGAME : 100 for Dinner setup and 100 for Cocktail

Capacity of Ⅰ : 50 for Dinner setup and 50 for Cocktail

Capacity of Ⅱ : 50 for Dinner setup and 40 for Cocktail 

14m

7.2m

17m

収容人数 ： 着席 100名様 立食 100名様

会場規模 ： 面積 210ｍ2   63坪   天井高 2.5m
NAGAME

収容人数 ： 着席 50名様 立食 50名様

会場規模 ： 面積 100ｍ2   30坪   天井高 2.5m

収容人数 ： 着席 50名様  立食 40名様

会場規模 ： 面積 110ｍ2   33坪   天井高 2.5m

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ
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Our faci l i t ies  include:

• Audiovisual equipment

• Video & audio conference capabilities

• Simultaneous interpretation  
(by reservation)

• Internet access

Hilton “Arena”

Offering 2,600ft2 of space and capable 
of accommodating up to 1,000 guests, 
it is the largest multi-purpose event 
space in Odawara and well suited for 
exhibitions, academic conferences, 
anniversaries and more. 

Sky Banquet  “Nagame” and 
“Nozomi”

Able to accommodate up to 100 guests, 
these rooms offer breathtaking ocean 
views from the top floor of the hotel.

Large Banquet  Room “ Take” 

With the capacity to host up to 220 
guests, this room can also be divided 
into two smaller rooms depending on 
your event needs. 

Theater  Room “Ar t  Room”

Equipped with a sound system, this room 
can host up to 200 guests.

宴会場／会議室

リゾートならではの環境を存分に生かしたチームビルディング、オフサイトミーティングを
はじめ、カンファレンス、各種イベント、セミナーや国際会議まで、さまざまな用途にご利用
いただける大小 19室の宴会場。最大 1,000名様まで収容可能なヒルトン・アリーナやオー 
シャンビューの会議室、最大60名様までご利用いただける和室宴会場もご用意しています。

MEETING ROOMS

Our 19 meeting and event rooms are well suited for a variety of events including team 
building, conferences and seminars. 

当ホテルの客室

全室オーシャンビューの広 と々したくつろぎ空間

Private Event Room “Boardroom”

It can seat up to 40 guests and is perfect 
for executive meetings and private 
dining functions.

Private Event  Rooms “Hakone”, 
“Ashigara” and “Asagir i”

Offering magnificent views of Sagami Bay,  
these rooms are ideal for small events.

Japanese Tradit ional 
Event  Rooms “Oshima”, 
“Hatsushima”,  “Hayakawa”, 
“Manazuru” and “Shiraito”

These rooms can accommodate up to  
60 guests.

宴会／会議設備

• 充実した音響・照明設備

• ビデオ＆オーディオカンファレンス対応

• 同時通訳（要予約）

• インターネット接続

ヒルトン・アリーナ

広さ800m2、天井高9m、最大収容人数
1,000名様。小田原市最大規模を誇る
大型多目的会場です。各種展示会や 
学術会議、周年記念など用途に合わせ
てお使いいただけます。 。

スカイバンケット

「NAGAME」、「NOZOMI」

ホテル最上階に位置。地域の文化をモ
ダンにアレンジした内装で、目前にオー
シャンビューが広がります。最大100名
様まで対応可能。

大宴会場「竹の間」

最大220名様までご利用いただける 
大宴会場。2部屋に仕切ることもでき、
各種会議やイベント、レセプションに対
応します。

シアタールーム「アートルーム」

多彩な音響システムとシアター機能を
備えた最大200名様までご利用いただける
宴会場。

個室宴会場「ボードルーム」

10名から最大40名様まで対応可能で、
エグゼクティブミーティングやプライ 
ベートダイニングなどに最適です。

個室宴会場

「箱根」、「足柄」、「朝霧」

相模湾の雄大な景色が一望できる 
宴会場。会議やご会食など、少人数の
ご利用におすすめです。

和室宴会場

「大島」、「初島」、「早川」、「真鶴」、 
「 相 模」、「白糸」

最大60名様までご要望に合わせて 
選べる和室宴会場です。

ヒルトン・ツインルーム

3階に位置する27m2のヒルトン・ツイン
ルーム。提灯、クロマツなど小田原の文
化を取り入れた和モダンなデザインの
客室です。バルコニーからは相模湾を一
望できます。

ヒルトン・スーペリア・ツインルーム

4階から6階に位置する27m2のヒルト
ン・スーペリア・ツインルーム。床から少
し高いところに“プラットフォーム”が設
置され、その上にマットレスを置くという
独特のデザインを採用しています。3名
様までご利用可能。

和洋室、和洋室デラックス、 
和洋室アクセシブル

それぞれ54m2の和洋室タイプで、ツイ
ンベッドが配された洋室と和室からなる
広 と々した空間です。2名様から最大6名
様までご利用いただけます。

和洋室スイート、 
和洋室プレミアムスイート

68m2の和洋室スイート、和洋室プレミア
ムスイートはツインベッドとソファセッ
トが配された洋室と和室からなり、2名
様から6名様までご利用いただけます。
グループでもゆったりご宿泊いただけ 
ます。

ヒルトン・コーナー・ツインルーム、 
コーナー和洋室

それぞれ32㎡と59㎡の客室で、最大 
6名様までご利用いただけます。角部屋
で2方向に向く窓には相模湾の大パノラ
マが広がります。

ツインジュニアスイート

最上階に位置する4室のみの客室。モダ
ンなリビングルームとツインベッドが配
されたベッドルームからなる54m2の洋
室で、3名様までご利用いただけます。
天井まで届く高さの窓からは相模湾の
パノラマビューが広がります。

ヒルトン・プレミアムスイート

ホテル内に2室のみ、3階・8階のセンタ
ーに位置する68m2の洋室です。ゆった
りとしたリビングルームとツインベッド
のあるベッドルームに分かれ、4名様ま
でご利用いただけます。

コテージ

緑豊かな庭園内に位置する独立型コテ
ージは上層階にリビングとダイニングス
ペース、下層階には洋室のベッドルーム
と和室が2間続きとなっており、まるで
別荘に滞在しているような特別感をお
楽しみいただけます。1棟5名様まで、 
10棟ご用意しております。

OUR ROOMS

Spacious rooms with incredible ocean views

Hilton Twin Room

Located on the 3rd Floor and offering 
magnificent views of Sagami Bay, these 
27m2 rooms incorporate Japanese 
design elements such as lanterns and 
pine trees into their contemporary décor. 

Hilton Superior Twin Room

Located on the 4th to 6th Floors of the 
hotel and able to accommodate up to 
3 Guests, these 27m2 rooms feature a 
unique low platform where mattresses 
are placed. 

Japanese Western Room, Japanese 
Western Deluxe Room and Accessible 
Japanese Western Room

Offering both a Western-style room with 
twin beds and a Japanese-style room 
with tatami mats, these spacious 54m2 
rooms can accommodate up to 6 Guests.

Japanese Western Suite and Japanese 
Western Premium Suite

Suitable for families and groups, these 
68m2 rooms come with a Western-style 
room and a Japanese-style room and can 
accommodate up to 6 Guests. 

Hilton Corner Twin Room and Japanese 
Western Corner

The former is 32m2 while the latter, 
measuring 59m2, can accommodate 
up to 6 Guests and offers spectacular 
panoramic views of Sagami Bay. 

Twin Junior Suite

Enjoy panoramic views of Sagami Bay 
from the floor-to-ceiling windows of 
these 54m2 suites. Located on the top 
floor of the hotel, the contemporary 
suites feature a modern living room and 
a bedroom with twin beds. 

Hilton Premium Suite

Relax in these 68m2 suites with a 
spacious, contemporary living room and 
a bedroom with twin beds. Located at 
the center of the 3rd and 8th Floors, the 
suites accommodate up to 4 Guests. 

Cottage

Located among the lush greens of our 
hotel garden, these stand-alone cottages 
are ideal for Guests looking for extra 
privacy. Each cottage can accommodate 
up to 5 Guests and features a living and 
dining area on the upper level, and a 
Western room and a Japanese room on 
the lower level. 
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ヒルトン小田原リゾート＆スパ 
HILTON ODAWARA RESORT & SPA

〒 250-0024 神奈川県小田原市根府川 583-1
583-1  |  Nebukawa  |  Odawara City  |  Kanagawa  |  250-0024 Japan

T: +81 (0)465 29 1000 | F: +81 (0)465 28 1233
E-mail: odawara@hilton.com
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