
快適性と楽しさを追求した最先端ホテル
たくさんの最新ロボットたちがお出迎えします！
東海地区で初、世界最先端のロボットが働くホテルが誕生。
フロントでは実物の3/5サイズのお父さんティラノサウルスの恐竜ロボットや、チェックインカウンターには、
お母さんと子どもティラノサウルスがお出迎え。他にも客室のコミュニケーションロボットなど、館内の様々な
ロボットが皆様の快適なホテルステイをサポートします。未体験のワクワクと心地よさをお楽しみください。

ラグーナテンボス

変わり続けることを約束するホテル

館内では様々なロボットが大活躍。
子どもも大人もワクワクすることまちがいなし！
日本初のルームサービスロボットが旅の楽しい
思い出をお部屋までお届けします。

POINT ❶ 
楽しい！

最新ロボットが
楽しい時間を提供

テーマパーク
ラグナシアに直結
宿泊者専用ゲートから園内へ！ ハウ
ステンボス歌劇団の劇場も目の前、
季節の花々が咲き誇るフラワーラ
グーンまでも徒歩1分。

小学生まで添い寝可能で、1室
の総額がお得に。素泊りはもち
ろん、入園や食事などの特典付
プランまで、お客様の目的とご
予算に合わせて多様なプラン
をご用意しています。ロボットホ
テル体験は忘れられない思い
出に！

POINT ❸  リーズナブル
ロボットホテルをお手頃価格で

ベッドのマットレスは新幹線の座席に
も採用されている高品質「ブレスエ
アー®」を採用。ベッドサイズも横幅
120cmのセミダブルサイズで広々快
適。バスルームはリラックスできるセ
パレートにし、1日の疲れを癒す快適な
空間を提供します。

POINT ❹  快適
充実の客室設備

POINT ❷ 
近い！

魚ロボット
（イメージ）室内ロボット（イメージ）

ラグナシア園内マップ
ルームサービスロボット

（イメージ）

ブレスエアー®

ディナー一例エントランス

日本イタリア料理協会会長

落合シェフ監修
イタリアンレストラン

Chef’s try table
（シェフズ トライ テーブル）



テーマパーク ラグナシアに隣接し、お買い物ができるフェスティバルマーケット、
日本最大級のタラソテラピー施設のタルゴラグーナなど周辺施設も充実。
 JR「蒲郡駅」から無料シャトルで15分! 毎時2便運行。
〈電車でのアクセス〉
●名古屋方面から…JR「名古屋駅」～〈快速〉JR「蒲郡駅」（約40分）～無料シャトルバス（約15分）
●静岡方面から…JR「浜松駅」～〈普通〉JR「豊橋駅」（約35分）～〈普通〉JR「三河大塚駅」（約15分）～
　　　　　　　　  「三河大塚駅」より路線バス（約10分）
〈車でのアクセス〉
●名古屋方面から…東名高速道路音羽蒲郡ICよりオレンジロード・247号中央バイパスを経由し、以降直進。
　　　　　　　　  音羽蒲郡IC～ラグーナテンボス 約20分（約12km）
●静岡方面から…東名高速道路豊川ICより、国道151号線を経由し、以降道路標識に順じる。
　　　　　　　　  豊川IC～ラグーナテンボス 約35分（約17km）
〈飛行機でのアクセス〉
●中部国際空港セントレア～〈名鉄空港特急〉「金山駅」（約30分）～
　〈JR東海道本線：快速〉「蒲郡駅」（約40分）～無料シャトルバス（約15分）
●名古屋空港～〈名古屋空港線〉「名古屋駅」（約30分）～
　〈JR東海道本線：快速〉「蒲郡駅」（約40分）～無料シャトルバス（約15分）

〒443-0014 愛知県蒲郡市海陽町1丁目4番1号
変なホテル ラグーナテンボス　コールセンター
TEL 0533-58-2700（毎日 9:00～17:30［元旦を除く］）
URL https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/
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東海道本線

東海道新幹線

ラグーナテンボス

三河湾

国道247号線

国
道
23
号
線

国道23号
線

平坂街道

勝
川

三河大
塚駅

三河大
塚駅

カップル、ファミリーにおすすめのお部屋で
す。3名ご利用時は、ソファベッドを展開し、
ベッドと同様の快適な寝心地に。

小さなお子様とご一緒でもゆっくりおくつろぎいただけるよう、バス・トイレは別に。お休みの際も、ベッドは横幅120cmのセミダブルサイズの最新マットレス（ブレスエアー®
使用）を導入し、良質な睡眠時間をお約束します。ファミリーでも、グループでも、カップルでも、皆様が快適にお過ごしいただけるお部屋をご用意しております。

心地よさと機能性を追求したシンプルな客室。
1日の疲れを癒す、充実した設備でお迎えします。

スタンダードツイン （2・3名様利用）
最大4名で宿泊可能なお部屋です。ゆとり
ある広さで、ファミリーはもちろん、グルー
プ、女子旅など幅広くご利用いただけます。

スタンダードツイン （4名様利用）
セミダブルのベッドが3台あり、女子旅、グ
ループなど幅広くご利用いただけます。

スタンダードトリプル （3名様利用）
開放感のある広々としたお部屋。大人4名
様、添い寝のお子様含めて最大6名様まで
宿泊可能です。

デラックスツイン （2～4名様利用）

客室（全客室禁煙）Guest Room

40.63㎡ 2～4名 ベッド 2台
ソファベッド 2台

120cmx200cm
（ソファベッド 90cmx200cm）

19,900円～
（大人2～4名利用/税・サ込）デラックスツイン

客室タイプ 広さ ベッドタイプ ベッドサイズ 料金/1名あたり

25.75㎡ 2・3名 ベッド 2台
ソファベッド 1台

120cmx200cm
（ソファベッド 90cmx200cm）

16,900円～
（大人2・3名利用/税・サ込）スタンダードツイン

28.64㎡ 4名 ベッド 2台
ソファベッド 2台

120cmx200cm
（ソファベッド 90cmx200cm）

15,900円～
（大人4名利用/税・サ込）スタンダードツイン

28.64㎡ 3名 ベッド 3台 120cmx200cm 17,400円～
（大人3名利用/税・サ込）スタンダードトリプル

利用人数

80室（全室トリプル利用可）
うち16室はコネクティング可能、

2室はペット同泊可能

8室
（全室4名様1室利用可）

8室
（全室3名様1室利用可）

2室（全室4名様1室利用可）
うち1室はバリアフリー室

客室数

https://youtu.be/jN_iONVd7Ww

ホテル紹介
VR映像

アクセスAccess

ホテルサービスHotel Services
ホテルサービス

ホテル設備

フロントロボット
アーリーチェックイン（有料）

レイトチェックアウト（有料）
ルームサービス

加湿器貸出※
車椅子貸出※

携帯電話用充電器貸出※
追加毛布貸出※

介助用シャワーチェアー貸出※
ユニバーサルルーム

エコメイク（連泊）
売店・ゲートショップ（一部フロントでも販売）
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handy（無料かけ放題スマホ）
Wi-Fi（全室）
ハンガー（ジャケットピンチ付）
液晶テレビ
冷蔵庫（空）
製氷機（レストランにて氷のお渡しあり）

電気ケトル
お茶セット
シーリングファン
枕元コンセント
客室コミュニケーションロボット
ブレスエアー®

ガウン
使い捨てスリッパ
ハミガキセット
カミソリ（レザー）
ヘアブラシ
ヘアゴム

綿棒
コットン
シャンプー・コンディショナー
ボディソープ
タオル
ドライヤー

温水洗浄便座
遮光・遮熱カーテン
自動精算機設置
自動販売機（飲料・軽食）
Wi-Fi（ロビー）
両替機
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「ブレスエアー®」とは、耐久性に優れた洗えるクッション材。96%が空気
層で、通気性、クッション性能、透水性、耐久性、環境・安全、制菌性能に優
れ、快適爽快。ブレスエアー®を使用した敷布団や枕は、ムレにくく寝返り
がうちやすく、いつまでも寝ていられるような快適な寝心地を提供。シート
材の分野では、高い耐久性が要求される新幹線N700系をはじめとする
各鉄道シートや自動二輪シートにも採用。

※数に限りがございます。

（2018年4月現在）


