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天然温泉露天風呂＜屋上＞
視界をさえぎるものが何もない開放感たっぷりの露天風呂です。
海や空と繋がった空間でゆったりと流れる時をお楽しみください。
お湯に浸かりながら見る水平線からの壮大な日の出はまた格別です。

ご利用時間・・・・24時間（但し清掃時間10時～12時を除く）
お風呂タイプ・・・展望露天風呂（家族風呂3か所･男女別1か所）
泉質・・・・・・・塩化物泉・弱酸性泉・弱アルカリ泉となります
適応症・・・神経痛、筋肉痛、関節痛、運動麻痺、慢性消化器病、

五十肩、 冷え性、慢性婦人病、関節のこわばり、
皮膚病（アトピー）

★2022年12月1日 屋上露天風呂リニューアル

貸切露天風呂＜屋上＞
貸切露天風呂では、 天然温泉のお湯をお楽しみいただけます。また、 貸切露天風呂は全て内鍵となって
おりますので、誰にも邪魔されない至福の時間をご堪能ください。
※入口にある案内板のランプが点いている所はご利用中ですので、空いている所をご自由にお使いください。

貸切露天風呂「逢初の湯」貸切露天風呂「明星の湯」 貸切露天風呂「般若の湯」

熱海天然温泉大浴場
広々とした大浴場では手足を伸ばして体の芯からリラックスできます。
ご家族や団体、お一人様まで、さまざまな楽しみ方ができるのも大浴
場の魅力。ふくよかなお湯に身をゆだねながら水平線をめぐる太陽と
月をご堪能ください。

ご利用時間・・24時間（但し清掃時間10時～14時を除く）
お風呂タイプ・・大浴場（男女別）
泉質・・・・・塩化物泉・弱酸性泉・弱アルカリ泉となります。
適応症・・・神経痛、筋肉痛、関節痛、運動麻痺、慢性消化器病、

五十肩、冷え性、慢性婦人病、関節のこわばり、
皮膚病（アトピー）

釜風呂（サウナ）

大浴場に併設の入りやすい室温(60度)と適度な湿度(50％)の低温サウナです。
低温サウナは従来のドライサウナとは異なり肌にやさしく、発汗効果も
抜群です。また、血圧や心臓への負担も少ないため、ご高齢のお客様にも
最適なサウナとなっております。



「ホテルニューさがみや」は、江戸中期から続いた老舗旅館「相模屋」
の伝統を受け継いで誕生しました。古き良き伝統を継承しつつも、
常に時代に合わせたおもてなしを追求しております。
さらに和室や洋室、露天風呂付き特別室などの全室がオーシャンビュー。
美しい相模灘とともにくつろぎのひとときをお楽しみください。

☀絶景の日の出

次の間付和室 ＜最上階＞（定員5～6名）
■（10畳+6畳）４室 ・ （8畳＋6畳）１室

眺めのよい最上階に二間続きの広々としたお部屋をご用意いたしました。
大人数でもゆったりとお過ごしいただけます。

次の間付和室（定員5～6名）
■（12畳+8畳）１室 ≪420号室≫  ■（8畳+6畳）１室 ≪520号室≫ 

【和 室】
和室の趣を残しつつ、居心地の良さに重点を置いたお部屋にしました。
設備は48型テレビを配置しどの位置からも見やすく、加湿空気清浄機が常設となり
ますので四季を通して快適な空間を保ちます。

■和室１０帖（定員4名）16室

■和室１６畳（定員6名）2室 ≪316号室 ・ 317号室≫

★Wi-Fi（無線LAN）全客室、ロビー、会議室で無線LAN接続サービスがご利用いただけます。

【プレミアムタイプ】

2017年8月にリニューアルした「和モダン」がテーマのお部屋です。
居心地の良さにこだわった内装は部屋タイプごとに個性を持たせています。
またどのお部屋にも48型のテレビがございます。波の音をバックに刻々と
表情を変えていく相模灘をゆっくりご覧いただけるよう、窓際には海に
向けたソファーをご用意しました。

■プレミアム和洋室（和室10畳＋ツイン）(定員６名）2室
≪615号室・617号室≫

78m2の和洋室は海側を長くとった長方形の間取りになっており、
海側はほぼ一面の窓のため、どちらのお部屋からも海が見渡せます。
和室、洋室それぞれに独立した居室は、ご家族やご友人同士での
ご利用時、プライベートに配慮できます。また、それぞれのお部屋
に48型テレビをご用意。お休み時間の異なるご家族でのご旅行に
最適。 お風呂は絶景がお楽しみいただけるビューバスで夕・夜・
朝と全ての景色を独り占めできます。

■プレミアム和室（10畳）
（定員4名）≪618号室≫

■プレミアムツイン（33m2）
（定員3名）≪613号室≫

★2022年12月1日より全室禁煙となります。



【洋 室】
ゆとりある室内の広さが快適な洋室です。波の音をバックに 刻々と表情を変えていく
相模灘をゆっくりご覧いただけるよう、窓際にソファーをご用意しました。

■デラックスツイン（33m2・5階）(定員3名)  2室 ≪511号室 ・ 512号室≫

2017年8月にリニューアルしたお部屋になります。セミダブル幅のゆったりしたベッド
は寝具がデュベタイプですので、足元の窮屈さが無く開放的な寝心地をご体感いただけ
ます。また、ベッドでおくつろぎいただけるようボルスタークッションをご用意してい
ます。加湿空気清浄機が常設となりますので四季を通して快適な空間を保ちます。

■スタンダードツイン（33m2）（定員2名）４室
≪408号室 ・ 409号室 ・ 611号室 ・ 612号室≫

ゆとりある33m²のお部屋と大きなツインベッドの洋室は、ご高齢の方でも足への負担

が少なくお休みいただけます。その他、内1室はバリアフリールームとなっております
ので、車イスをご利用の方やご高齢者の方にも安心してご利用いただけます。

【和洋室】
異なるタイプの和洋折衷のお部屋をご用意いたしました。
おやすみはベッドでというお客様におすすめです

■デラックス和洋室（和室7.5畳＋ツイン）（定員5名） 2室
≪410号室 ・510号室≫

2018年8月にリニューアルした「和モダン」がテーマのお部屋。広くとった窓から、時
と共に表情を変える相模灘の眺望をお楽しみください。独立した和室をあわせもつ和洋
室なので、お休み時間の異なるご家族でのご旅行でも安心してご利用いただけます。

■和洋室（和室10畳＋ツイン）（定員6名） 2室
≪309号室 ・ 310号室≫

■和洋折衷室（洋間ツイン＋和室8畳）（定員5名） 2室
≪312号室 ・ 315号室≫

ツインベッドを配した広々としたリビングと和室8畳の和洋室。
窓際に置かれたソファーから相模湾を眺めながら、歓談のひとときをお楽しみください。

海に向かって横に2部屋配置のため、眺めも良く明るい和洋室です。
眺望とお部屋の快適さが、ご宿泊者様に癒やしの空間を提供します。

【客室設備・アメニティ】

＜客室設備＞
加湿空気清浄機・テレビ・電話・冷蔵庫・ドライヤー・浴衣・作務衣・くし・
ヘアブラシ・スリッパ・バスタオル・電気ポット・お茶セット・ボディソープ
シャンプー・リンス・ハンドソープ・セーフティボックス

＜アメニティ＞ タオル・歯磨きセット・シャワーキャップ・髭剃り・綿棒

■（和室12畳＋6畳＋温泉内風呂）(定員6名)  1室 ≪711号室≫

広々とした和室二間のお部屋には、御影石で縁取った石造りの
内風呂をご用意。源泉かけ流しの温泉を心ゆくまで楽しめます。

【特別室】

■（和室8畳＋6畳＋温泉露天風呂）(定員5名)  1室 ≪619号室≫

お客様専用の源泉かけ流し露天風呂が付いた贅沢なお部屋です。
露天風呂のあるテラスにはウッドチェアーをご用意。
海風にあたりながら優雅なひと時をお楽しみいただけます。

広々としたお部屋やお客様専用の源泉かけ流し露天風呂が付いた贅沢なお部屋を
ご用意いたしました。

■露天風呂付特別室

■温泉内風呂付特別室



※お料理：イメージ

土地ごとに趣の異なる名物料理も旅の醍醐味のひとつです。
ニューさがみやでは吟味を重ねた山海の食材で皆様をお出迎え。
自然からの恵みに職人の技を調和させこだわりの料理をお出しして
おります。大切な方をお招きしてのひと時や、気の合う人との
集いなどいろいろな場面に合わせて選べる懐石料理の多彩なコース
をご用意してお待ちしております。

【お食事場所について】
相模湾の眺めを堪能しながら部屋でゆっくりとお食事ができる「お部屋出し」または、2階
のレストランでお食事いただく「レストラン食」がご選択いただけます。
※７名様以上の場合、宴会場をご用意させて頂きます。

※お料理：イメージ



【宴会場】
招待会、忘年会、新年会、同窓会などの大規模なお集まりから接待、お食事会、結納、誕生会
などの小規模のご宴会まで様々な用途に合わせた宴会場をご用意しております。

大宴会場 2階 「牡丹の間」 ＜１０２畳＞

102畳の広さに通常80名様までご利用いただけます。
招待会、忘年会、新年会、同窓会などの大規模なお集まりに最適です。
ご会合の種類に合わせ、会場レイアウトや料理のご相談も承ります。

収容人数 30～90名
※イス・テーブル席可（60名迄）
＜用途＞
招待会、慰安会、忘年会、新年会、

同窓会

★全宴会場 禁煙になります。

小宴会場
「5階 椿 ・ 4階 白百合」
＜３５畳＞

接待、お食事会、結納、誕生会などの小規模のお集まりにちょうど良い宴会場です。
小宴会場は各フロアにご用意しています。多少飲み過ぎても部屋に戻るのも楽々です。

＜ 椿 ・ 白百合＞・・・ 収容人数 7～最大32名 ※イステーブル席可（20名）
＜ 山吹 ＞ ・・・ 収容人数 7～最大18名

用途 ・・・ 接待、お食事会、結納、誕生会

小宴会場
「3階 山吹」
＜２９畳＞

カラオケルームを3ヶ所ご用意しております。気軽に盛り上がりたいという方にもおすすめです。

【バー・カラオケルーム】
ご夕食、ご宴会の後に楽しめるバー・カラオケルームをご用意しております。
ご人数・ご要望に合わせてそれぞれ雰囲気の異なる空間をお楽しみください。

クリスタル マーメイド シェル

カラオケルーム ＜貸切二次会場＞ 営業時間 20時～23時

★バーラウンジ・貸切会場 全室禁煙になります。

1階 バーラウンジ「エメラルド」・・・しっとりと落ち着いて飲みたい方はこちらへどうぞ。
営業時間 20時～24時（ラストオーダー23時30分）



【会議室】さまざまな会合や経営者層の会議など目的に応じた選択ができる会議室をご用意。
120名まで収容出来る1階ロビーに面したコンベンションホール、海に面した中会議室、
大きなテーブルを囲んでゆったりとした小会議室がございます。各分割使用すると
最大7室の会議室をご利用頂けます。

大会議場（1階 カトレアホール）
1階のロビーに面したメインのコンベンションホールです。3分割でのご利用も可能です。

広さ 200m2

収容人数（全体）

スクール形式 120名

ロの字 66名

コの字 62名

収容人数（分割）

スクール形式 40名

ロの字 32名

コの字 28名

中会議室（3階 マグノリア）
大きくとった窓からは相模灘の眺望が望め、 解放間豊かな会議室です。

広さ 100m2

収容人数

スクール形式 45名

ロの字 32名

コの字 28名

📶ネット環境あり ｗｉｆｉ

小会議室（3階 ハイビスカス）
眺望豊かなスペースに、木製1枚板の重厚なテーブルを2本配置。＜2分割も可＞

用途 会議、研修、他

用途 会議、各種ｾﾐﾅｰ、研修、講演、他

用途 会議、研修、他

📶ネット環境あり ｗｉｆｉ

広さ 78m2

収容人数（全体） ロの字 20名

収容人数（分割） ロの字 10名

📶ネット環境あり ｗｉｆｉ

小会議室（3階 サルビア）
落ち着いて集中した会議に最適な小会議室。

用途 会議、研修、他

広さ 30m2

収容人数 ロの字 10名
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収容人数 163名
客室(10タイプ）45室（和室26室、洋室8室、和洋室8室、特別室3室）

※客室は全室海側となっております。(全室 バス付・シャワートイレ付)
宴会場 大宴会場1室「牡丹」、小宴会場3室「椿」「白百合」「山吹」
会議室 大会議室1室「カトレア」、中会議室1室「マグノリア」

小会議室2室「ハイビスカス」「サルビア」
バーラウンジ 「エメラルド」、貸切サロン3室「クリスタル」「マーメイド」「シェル」
温泉 一階大浴場（男・女） ・ 展望露天風呂「走り湯」（男・女）

家族露天風呂「逢初の湯」、「明星の湯」、「般若の湯」
お食事処 レストラン「しおさい」
その他 ロビー喫茶、ミネラルスパ＆エステ「ナユタ」、オリエンタル・タッチ・ケア

マージャン室、売店、プール（夏期のみ）
全客室・ロビー・会議室の無線LAN（Wi-Fi）接続サービス 、駐車場（35台）

【ホテル送迎バス】
熱海駅発 ※要予約
14:00 14:30 15:00 16:00

＜臨時便＞・・・上記時間を除く
※10名様以上ご乗車の場合

臨時バスをご用意できます。

マージャン室 屋外プール

★夏季のみの営業となります。

喫煙テラス

★完全分煙の喫煙スペースを設置

お食事処「しおさい」 「はまゆう」

「しおさい」のランチは毎日営業しております。
営業時間：11：30～14：00（ラストオーダー13：30）

売 店

営業時間 8時～21時

【その他施設】
フロント１階 ロビー

開放感のあるロビーで
お出迎えいたします。
ご朝食後やご出発前に海を
眺めながらのゆったりとした
コーヒータイムはいかがで
しょう。

【チェックイン・チェックアウト】 チェックイン：14時～ ／ チェックアウト：11時

6階 洋室 ＃611号室前

5階 宴会場『 椿 』前

4階 宴会場『白百合』前

3階 会議室『マグノリア』手前

１階 ロビー・喫茶脇

２０２２年１２月リニューアル


