
界 川治から車で40分のハンターマウンテン塩原に、星
野リゾート専用のラウンジが新設されます。場所はゲ
レンデ麓にあるセンターハウス２Fで、お食事や休憩に
ご利用いただける椅子テーブルや、温かいハーブティ
ーなどをご用意しております。また、ご宿泊の方限定
で「キッズパーク」も無料でご利用いただけます。雪
遊びを楽しんだ後は、界 川治で栃木の文化に触れなが
ら、温泉や里山体験を満喫。 
 

 
 
 

星野リゾート 界  

 
 
 
 

温泉スキー＆スノーアクティビティ 
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和心地をコンセプトにした温泉旅館「界」の雪旅は、旅館に滞在しながら、雪遊びを楽しむ滞在。東北エリ
アから九州まで、冬ならではの風景・食・ご当地体験に出会えます。 

【開始時期：2015年12月1日～2016年2月29日】 

眼前に中禅寺湖と奥日光の自然を望む、界 日光。雪を
冠った日光連山を背景に、中禅寺湖の幻想的な世界が
広がります。この冬は、奥日光の自然を知り尽くした
森のおじさまと一緒にスノーシューを履いて散策を。
冠雪した男体山や広大な戦場ヶ原の雪原など、冬なら
ではの絶景に出会えます。また散策の途中には、体を
温める特別なスイーツをご用意。グリューワインとピ
ク ニ ッ ク ス イ 
ーツで贅沢な時間をお楽しみください。 
 

界 日光： 森のおじさまと行く 日光国立公園スノーハイキング 

期間：2016年1月4日～2月29日の特定日  
料金：1泊2食付 32,000円～（2名1室利用時） 
備考：スノーシュー、グリューワイン、ピクニックスイーツ付き 

界 川治： 星野リゾートマウンテンラウンジがオープン！ 

期間：スノーシーズンは常設 
時間：9:00～16:30 
料金：無料（宿泊者専用、予約不要） 
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界 津軽： 豪雪温泉！御開帳風呂で雪吊りライトアップと雪見酒 

界 阿蘇： 客室テラスで楽しむ雪見露天風呂 

界 津軽 

 
 
 
 
 
青森県南津軽郡大鰐町
上牡丹森36-1 
kai-tsuaru.jp 
 
 

界 川治 
 
 
 
 
 
 
 
栃木県日光市川治温泉
川治22番地 
kai-kawaji.jp 

界 日光 
 
 
 
 
 
 

 
栃木県日光市中宮祠
2482 
kai-nikko.jp 
 

界 阿蘇 
 
 
 
 
 
 

 
大分県玖珠郡九重町湯
坪瀬の本628-6 
kai-aso.jp 

 
 
 
 
 
 

雪旅が楽しめる「界」 界予約センター050-3786-0099 

庭園を望む大浴場では、19時～20時の1時間限定で内
湯の大きい窓を御開帳！目の前に広がる雪国の景色と
ともに雪吊りライトアップを眺め、雪見酒を楽しむ雪
国・津軽ならではのぽかぽか温泉入浴を。 
また、朝日がさし込む朝の湯殿には、青森名物のりん
ごがぷかぷか。爽やかな香り広がる温泉のあとは湯上
がり処で白神山地名物の雪人参をジュースにしたおめ
ざをグビッと。晩と朝と滞在中何度でも温泉をお楽し
みいただけます。 
 

期間：2015年12月1日～2月29日  
時間：御開帳風呂 19:00～20:00 
   朝の雪人参ジュース 5:00～11:00 

標高約1000メートル、阿蘇くじゅう国立公園内に位置
する界 阿蘇。全客室に露天風呂を備え、一面に広がる
白銀の原生林を眺めながら、雪見露天をお楽しみいた
だけます。グラスを氷で満たし、そこに熱燗の焼酎を
注いで飲む「燗ロック」で雪見酒もご用意しておりま
す。 
また、神秘的な阿蘇の大自然を体感するなら、「早朝
カルデラツアー」がおすすめです。大観峰の日の出を
愉しみながら行うオリジナル深呼吸体操。高原の空気
を取り込んだあとは、ホットドリンクで体を温めます
。 

期間：2015年12月1日～2月29日  
料金：燗ロック（ボトルセット） 5,000円 
   早朝カルデラツアー 8,500円 



 
 
 

星野リゾート 界 アルプス（長野県・大町温泉） 

ファミリースノー旅 
 
 
 
 

昼も夜も、白馬の雪を楽しむアクティビティが満載 

星野リゾート 界 アルプス 
（長野県・大町温泉） 
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    かまくら作りにソリ遊び、宝探しも。雪遊び村に新魅力登場 

このリリースに関するお問合せ：星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

「スキー場のデビューはまだちょっと
早いけど、子供と雪遊びがしたい！」
「子供に雪を楽しんで欲しい！」とい
うご家族にお勧めの「界 アルプス雪遊
び村」。宿の目の前にある雪遊び専用
スペースで、安心して思う存分遊んで
いただけます。 
雪だるま作りグッズ（目・鼻・手・帽
子など）やソリのほか、和かんじきの
貸出も（すべて無料）。夜は雪遊び村
で星空さんぽを。田んぼに親子で寝そ
べって、天然のプラネタリウムを楽し
めます。 
 

【時期】2015年12月～2016年3月末 

日本を代表するスノーリゾート「白馬スキーエリア」に位置する「界 アルプス」。ファミリースキーヤーから
小さなお子様の雪遊びデビューまで楽しめる様々な雪魅力と、アフタースノーの温泉旅館滞在の魅力をこの冬
もご用意いたします。【開始時期：2015年12月1日～】 
 

＜かまくら＆雪だるま作り＞ 
時間：日中 

＜ソリ遊び＞ 
時間：日中 

＜星空さんぽ＠雪遊び村＞ 
時間：21時～22時 

＜寒くなったら温泉へ＞ 
チェックアウト後も入浴OK 

  初滑りは聖地・白馬で！マウンテンラウンジが12/19~開設 

オーディオもついた快適
な空間でコーヒーブレイ
ク 

未就学児ウェアレンタル
は今年も無料でご用意 

「信州の贅沢な田舎体感」がコンセプトの宿。全28室と小規模で、プライベートな滞在を
重視したい方におすすめの温泉旅館です。北アルプスの麓に位置し、温泉や食、文化体験を
通して大自然の恵みを享受できる宿です。〒398-0001 長野県大町市平2884-26  
kai-alps.jp 

毎年1月よりご利用頂いている、快適な空間でゆっく
りお過ごしいただける白馬五竜スキー場の「星野リ
ゾート マウンテンラウンジ」。今年は12月19日に開
設し初すべりのスキーヤーにもご利用いただけます。 
【時間】9時～17時 
※ご利用は無料。界 アルプスから送迎あり 



星野リゾート 界 アルプス 
（長野県・大町温泉） 
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    北アルプス天空ヘリツアー 雪のアイスクリーム作り体験 

    ドーム船ワカサギ釣り体験   信州松崎和紙作り体験 

【時間】20時半～ 
【料金】300円（税込）、予約不要     

当館から白馬方面へ約
15分の木崎湖にて、
ドーム船のワカサギ釣
り体験が行えます。釣
れたてのワカサギをア
ツアツの唐揚げで！ 
冬ならではの体験です。 

【期間】12/1～3/31の毎日、館内にて 
【料金】無料、予約不要 

界 アルプスのご当地部
屋に設えている「信州松
崎和紙」を手軽に作れる
館内アクティビティが誕
生。温泉旅館に泊まって、
お子様に古き良き日本文
化体験を。 
 

どんな天候でも楽しめる
雪魅力も満載！ 
ふわふわの雪のようなア
イスをお子様が作って楽
しむことができる、ハン
ドメイドアイスクリーム
体験。雪で遊べない日で
も特別な思い出を。 

 界 アルプス冬の風物詩「巨大かまくら」が今年も登場 

12月に降雪が始まると、中庭にてかまくら作りが始まります。骨組
みや氷を一切使わない雪だけのかまくらは、人の手で２～３週間程か
け、雪の密度をしっかりと高めながら少しずつ雪を積み上げ、数セン
チ・数ミリ単位の精度で完成を目指していきます。本格的な寒さを迎
える12月末頃になると、中の広さ３畳、高さ４メートルの丸みを帯
びたかまくらが完成します。ぜひ一緒にやってみたい！というお客様
も大歓迎。普段なかなか体験できないかまくら作りにチャレンジして
みては。 
【時期】2015年12月19日～2016年3月21日 
 ※降雪や気温により前後する場合があります。 

時期：2015年12月1日～2016年3月31日／料金：1泊2食付 16,000円～ 

「信州の贅沢な田舎体感」がコンセプトの宿。全28室と小規模で、プライベートな滞在を
重視したい方におすすめの温泉旅館です。北アルプスの麓に位置し、温泉や食、文化体験を
通して大自然の恵みを享受できる宿です。〒398-0001 長野県大町市平2884-26  
kai-alps.jp 

界 アルプス滞在中の絶景写真や思い出写真を投稿してもらう「スノー・フォトコンテスト」を開催いたします。
コンテストでは、絶景部門と思い出部門のふたつの部門をご用意。北アルプスの絶景や、雪ときらめく笑顔の
写真などをお待ちしております。入賞者には豪華景品が！ 
【応募受付期間】未定。界 アルプス公式サイトにて募集予定 

  界アルプスdeスノー・フォトコンテスト開催！ 

お客様１組につき、ヘリ
１台ご用意 
界 アルプスを拠点に、 
約30分の空中遊覧。標高
3,000Mまで駆け上がり、
雪化粧した白馬の山々や
黒部ダムを一望するプラ
イベートツアーです。 
 【予約】1泊2食付き専用プランからの申込み（予定）

【時期】2015年12月～2016年3月頃 

【予約】1泊2食付き専用プランからの申込み（予定）
【時期】2015年12月～2016年3月頃 



星のや軽井沢（長野県・軽井沢） 

星のやスパ デスティネーションスパプログラム 

忘我の逗留・バックカントリースキー  
日常を忘れる「無の境地」を体感する 

プライベート・バックカントリースキー 
星のやから車で約60分。標高2200m超の四阿山や根
子岳などが連なる信州・菅平界隈を、ゲストのレ
ベルや趣向に合わせてご案内するプライベートツ
アーです。食事や移動の面倒がなく、滑りに集中
して楽しめるのが特徴。手付かずのパウダーをい
く快感は、冬を知り、雪を知る大人が満足する幸
せな遊びといえます。 

Press Release 2015/10/13 

今冬の忘我の逗留は「北軽井沢バックカントリースキー」。整備されていない天然の雪山を専門の
ガイドと滑るプライベートツアーは、大人のための贅沢な冬旅。無心に身体を動かした後はスパト
リートメントで緊張を一気に弛緩、新しい自分に甦る。忘我と弛緩のメリハリは忙しい日常から解
放し、深い休息をもたらしてくれます。 

雪原の特等席で野趣に富む「猪鍋」を 
雪原に登場するダイニング。星のやプロデュース
の特等席で「猪鍋」を用意します。低カロリー・
高タンパク・ビタミンBが豊富で疲労回復に良い
と言われる猪は冬にかけて脂肪を蓄え、旨みを増
すといいます。雄大な景色を眺めながらの雪原ラ
ンチで、汗で冷えた身体を中から温めて。 



参考資料：忘我の逗留・バックカントリースキー Press Release 2015/10/13    

 
ツアーアテンド 
 
FreeHeel Ski Program INDY  
代表 長谷部 武氏 
日本テレマークスキー 
協会（TAJ） 
公認指導員 

 

筋肉痛を翌日まで残さない 温灸で疲労回復を 
汗をかき、冷えた身体を温めるのが、温灸器。お灸の
香りと柔らかな熱が身体を温め疲労回復を促し、リ
ラックスへと導きます。翌日まで疲れが残らないよう
全身を弛緩させ、身体のバランスを整えます。 

メディテイションバスで緊張をほぐす 
全身の筋肉疲労と緊張は、深いリラックスを誘うメ
ディテイションバスへのご入浴とスパトリートメント
で緩めます。Onsenボディワークで身体をほぐし、心地
よい弛緩の中、チェックアウトを迎えます。 

   
  忘我の滞在 バックカントリースキー 
    スケジュール例   
 
  ＜1日目＞ 
  17:00  スケジュール確認、コンサルテーション 
   
  ＜2日目＞ 
  07:00  ご朝食（別料金） 
  08:00  星のや軽井沢出発  
  09:00  雪原到着 バックカントリースキー出発 
   

   
  12:00  雪中ダイニングにて「猪鍋」のご昼食 
  14:00  星のや軽井沢へ帰館 
  15:00  温灸・指圧施術 
  18:00  ご夕食（別料金） 
 
  ＜3日目＞ 
   7:00  起床 
   8:30    のびのび深呼吸 
   9:00  Onsenボディワーク ご体験 
  12:00    チェックアウト 

このリリースに関するお問合せ   
星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853 
E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

星のや軽井沢 
現代を休む日、谷の集落に滞在する。すべての星のやの始まりである軽井沢は、首都圏から程近く、慌ただ
しい毎日を休むにふさわしい場所です。澄んだ空気に包まれた「山あいの理想郷」と表現すべく、離れに
なった客室は水辺を囲み、部屋のテラスから四季折々の景色を臨めます。全ては「極上の休息」をお届けす
る為の、おもてなしの空間です。 

所在地：〒389-0194 長野県軽井沢町星野   
代表電話番号：050-3786-0066（星のや総合予約） 
料金：1室1泊あたり62,000円～ 
（税・サービス料10%込・食事別）※通常ご予約は2泊より 

星のや軽井沢「忘我の逗留・バックカントリースキー」 滞在時オプションプログラム  
期間：12月～2月（積雪状況により）※悪天候中止   
料金：65,000円（税・サービス料10%・交通費別）※宿泊料は含まれておりません。  
含まれるもの：バックカントリースキーツアーアテンド料、ツアー中の昼食、スパトリートメント（指圧1回）、
温泉アクティビティ1回、深呼吸アクティビティ1回 



スマートフォンやPCと一日中向き合い、IT中毒とも言える現代人。知らず知らず、心・脳・身体全体に疲
労とストレスを蓄積しているといわれます。数日ITから離れ、視覚以外の五感を意識し、豊かな自然の中
での活動に没頭、温泉や指圧師による施術を体感することで、疲労やストレスからの諸症状の緩和へと導
きます。身体に休息をもたらし、心身ともにリフレッシュを目指す、2泊3日の滞在プログラムです。 

星のや軽井沢（長野県・軽井沢） Press Release 2015/10/13  
星のやスパ デスティネーションスパプログラム 

脱デジタル滞在・冬 
「 I T断ち 」で気分一新、心に休息を 

夜明けのスノーシュートレッキング 
視界がほぼ遮断された夜の森では、歩くことだけに意
識が向かい、集中力が高まります。辿りついた山頂に
は、次第に色づく夜空と山々の雄大な景色が広がり、
息を呑む美しさ。冬の大自然が見せる表情に、清々し
い達成感を得られます。 

氷のシャボン玉を飛ばす 
結晶が浮かび、どんどん大きくなり、はかなく散る。
冬の軽井沢は日中でも氷点下を下回りますが、その環
境を生かして氷のシャボン玉を飛ばします。無風、温
度、日光、溶液の濃度…など意外とコツが必要。無心
になり、童心に帰り、思わず時を忘れます。 

星のや軽井沢「脱デジタル滞在・冬」 滞在時オプションプログラム料金  期間：12/15～2/28 
料金：58,000円（税・サービス料10%別、交通費別） ※宿泊代は含まれておりません。     
含まれるもの：トレッキング1回、指圧1回、オイルトリートメント1回、氷のシャボン玉1回、Onsenボディワーク1回、深呼吸
アクティビティ1回、軽朝食1回、ホットスムージー1回  



脱デジタル滞在 その他のアクティビティ Press Release 2015/10/13 

   

  2泊3日 脱デジタル滞在 スケジュール例   
 
  ＜1日目＞ 
  15:00  チェックイン 
       IT機器をアタッシュケースにてお預かり 
      します。鍵はフロントにお預けください。 
  17:30  オイルトリートメント 
   
  ＜2日目＞ 
   4:00 起床 軽朝食をお届けします 
   4:45 出発  
   5:15 スノーシュートレッキング開始 
   6:30 小浅間山山頂で絶景の日の出  
   8:30 星のや 軽井沢帰館 

   
 
  14:00  Onsenボディワーク 
  15:00  指圧施術 
  21:00  ゆるゆる深呼吸 
   
  ＜3日目＞ 
   7:30  起床 ホットスムージーをお届けします 
   8:00  氷のシャボン玉を飛ばしにいく     
   9:00  星野温泉 トンボの湯 宿泊者専用時間ご入浴 
  12:00    チェックアウト 

身体と心をリラックスさせる 
お休み前にプライベートな空間で行う、深い呼吸と
ゆっくりとした動きのストレッチ。気持ちを落ち着
かせ眠りに誘います。 

大人のパズルや溜め込んだ本を読破する時間 
まとまった時間の取りにくい現代、溜め込んだ本や連
載物の読破はいかがでしょう。部屋に用意された木製
パズルに集中したり、手挽きのミルで挽いた珈琲豆の
香りを楽しんだり。日常の雑念を取り払います。 

※ショートVer.（1泊2日）も用意がございます 
「脱デジタル滞在（ショートVer.）」料金：40,000円（税・サ別） 
含まれるもの：トレッキング、スパ（指圧）1回、水中指圧1回 

表情を和らげる フェイシャルトリートメント 
PCやスマートフォンの見過ぎで眉間にシワが…なんて
お悩みも多いといいます。頭部やフェイスライン、首
周りやデコルテを優しくケア。疲れをほぐし肌を滑ら
かに調えるオイルトリートメントをご用意しました。  

視機能に関わる経絡へ働きかける施術 
スマートフォンやPCの常用から起こる目の疲れや頭
痛、崩れがちな姿勢。頭部をはじめ、全身に行う指
圧により目の緊張を和らげ、姿勢や身体の歪みを整
えます。 

このリリースに関するお問合せ   
星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853 
E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

星のや軽井沢 
現代を休む日、谷の集落に滞在する。すべての星のやの始まりである軽井沢は、首都圏から程近く、慌ただしい
毎日を休むにふさわしい場所です。澄んだ空気に包まれた「山あいの理想郷」と表現すべく、離れになった客室
は水辺を囲み、部屋のテラスから四季折々の景色を臨めます。全ては「極上の休息」をお届けする為の、おもて
なしの空間です。 

所在地：〒389-0194 長野県軽井沢町星野   
代表電話番号：050-3786-0066（星のや総合予約） 
料金：1室1泊あたり62,000円～ 
（税・サービス料10%込・食事別）※通常ご予約は2泊より 



標高2,000m、星のや軽井沢から車で約40分の高峰高原はふわふわのパウダースノーが愉しめる場所。クロス
カントリースキーを履いて針葉樹の森へお出かけしませんか？プライベートガイドが、八ヶ岳やアルプス
の山々を望む絶景の場所へとご案内します。誰の足跡もない、まっさらな天然雪の絨毯を爽快に駆け抜け
る。そして、森の先には熱々のランチと絶景がお出迎え。冬ならではのHappyな体験をご用意しました。 

星のや軽井沢（長野県・軽井沢） Press Release 2015/10/13 

ハッピー・スノー・ピクニック！ 
 華やかに、軽やかに、スキーを履いて旅に出る 

青空の下、熱々のしゃぶしゃぶに舌つづみ。 
スノーピクニック・ランチ 
クロスカントリーで森の中を進んだ先には、スノーピク
ニック・ランチがお出迎え。雪原に設えられたダイニン
グで、湯気が立ちのぼるしゃぶしゃぶとホットワインで
冷えた身体を温めて。日常とは全く異なる、青空の下の
白いランチダイニングに心弾みます。 

針葉樹の森で遊ぶ 
プライベート・クロスカントリースキーツアー 
新雪の森の中を“歩くスキー”クロスカントリーで散策
します。高峰の森を知り尽くしたプライベートガイドが
アテンドしてくれるので、スキーに不慣れな方でも安心
。粉雪をまとった樹々が白銀に輝く高原を抜け、遠く八
ヶ岳やアルプスの山並みが広がる広大な景色を眼下に眺
めて。冬を遊びつくすハッピーツアーをご用意しました
。 

星のや軽井沢「ハッピー・スノー・ピクニック！」 滞在時オプションプログラム  期間：12月～2月 ※天候状況により   
料金：35,000円（税・サービス料10%別、交通費別）※宿泊代は含まれておりません。 
含まれるもの：クロスカントリー体験（スキー、ウェアレンタル、ガイド料）、スノーピクニック・ランチ、高峰温泉入浴料 
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 ハッピー･スノー･ピクニック！スケジュール一例 
 
 ＜1日目＞ 
 15:00 チェックイン＆スケジュール確認 
 
 ＜2日目＞ 
 07:00 ご朝食（別料金） 
 08:00 星のや軽井沢を出発  
 09:15 高峰高原に到着 
 09:30 クロスカントリー開始 
     富士山や八ヶ岳を望む絶景の場所へ 
 11:30 森の中でスノーピクニック・ランチ 
     しゃぶしゃぶで温まる 

  
 
 
13:00 雪上車で雲上の高峰温泉へ 
     広大な景色を眺めながら入浴 
15:00 高峰高原を出発 
16:00 星のや軽井沢に到着 
17:00 オイルトリートメント施術（別料金） 
19:30 ご夕食（別料金） 
 
＜3日目＞ 
08:00 朝食（別料金） 
10:00 天然氷のリンクでスケート（別料金） 
12:00 チェックアウト 

 
 
 ツアーガイド  
 長谷部 武氏 
 
 FreeHeel Ski Program 
   INDY 代表 
  日本テレマーク 
  スキー協会（TAJ） 
  公認指導員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雪上車で行く絶景温泉へ 
ランチの後は「雪上車」に乗って、絶景で名高い高峰温
泉へ。一日の疲れを癒してくれる雲上の湯が待っていま
す。「星のや軽井沢」へお帰りの後は、身体温まるオイ
ルトリートメントや天然氷のスケートリンクを楽しむこ
とも可能（オプション）。楽しい時間はまだまだ続きま
す。 

全て星のやにお任せ。身軽に旅する女性にお勧め。 
クロスカントリースキーの道具やウェア、お食事のご用意
まで、全て星のやにて手配いたします。お客様は手ぶらで
、身軽にウインターステイがお楽しみ頂けます。移動中も
重い荷物などは一切お持ち頂くことなく、快適にお過ごし
いただけます。 

このリリースに関するお問合せ   
星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853 
E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

星のや軽井沢 
現代を休む日、谷の集落に滞在する。すべての星のやの始まりである軽井沢は、首都圏から程近く、
慌ただしい毎日を休むにふさわしい場所です。澄んだ空気に包まれた「山あいの理想郷」と表現す
べく、離れになった客室は水辺を囲み、部屋のテラスから四季折々の景色を臨めます。全ては「極
上の休息」をお届けする為の、おもてなしの空間です。 

所在地：〒389-0194 長野県軽井沢町星野   
代表電話番号：050-3786-0066（星のや総合予約） 
料金：1室1泊あたり62,000円～ 
（税・サービス料10%込・食事別）※通常ご予約は2泊よ
り 
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冬になると産卵を控え、寒さをしのぐ為に脂を蓄えて美味しくなるというほろほろ鳥。欧州では「食鳥の女王
」と呼ばれ愛されていますが、国内では飼育が難しいため生産者は少なく、生産量もごくわずか。和食でのな
じみは薄い食材ですが、実はとっても和食と合うのです。この冬、信州の大自然の中育ったほろほろ鳥と和の
絶妙なコンビネーション、新しい味わいをお楽しみいただく「ほろほろ鍋」をご用意いたしました。 

神経質で臆病、見知らぬ人は近づけない  
飼育の難しいほろほろ鳥 
信州では以前より伊那のおばあちゃんが手がけてき
たほろほろ鳥。鳴き声が大きく非常に神経質で臆病
なため、山奥でないと飼育が難しいと言われていま
す。卵の生産のための飼育で、食肉としては村の祭
りに3羽卸すのみでしたが、今年から星のや限定に
て卸が可能に。またもう1軒飼育を手がける生産者
が登場。成鳥・若鳥・卵を分担、安定的に供給可能
になったため、「ほろほろ鍋」が実現いたしました
。 

料理長が惚れ込んだ、こだわりの黄金スープ 
和食ではなじみの薄い食材ですが、実は脂が美味
しく、スープが絶品。黄金色をしたスープは「こ
れを水炊きにしない手はない」と料理長が惚れ込
んだ味です。出汁は成鳥を用い、深みのある味わ
いに仕立てます。合わせる野菜は、主として根菜
を使用。冬に旬を迎え、甘みを増すだけでなく、
水気が出て出汁が薄まらないよう配慮し野菜をセ
レクト。最後まで料理長がこだわったままのスー
プの味が楽しめます。 

ほろほろ鍋 
「食鳥の女王」の黄金スープ 

星のや軽井沢 メインダイニング 日本料理 嘉助「ほろほろ鍋」 ■料金：15,000円（税・10％サービス料別）  
■提供期間：12月～2月 ■2名様より ※仕入れ状況により異なる食材を用いる可能性がございます 



ほろほろ鍋 補足資料 

このリリースに関するお問合せ   
星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853 
E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 
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献立例 
■先付  
信州の林檎釜盛 
果物の湯葉和え 林檎・柿・葡萄・三つ葉 
 
■お造り 
 
■焼き物 
ほろほろ鳥の焼き鳥 
せせり、レバーの味噌漬け、ハツ、ささみなど 
  
■根菜とほろほろ鳥の鍋 
胸、腿、ミンチ 
蕪、人参、小玉葱、白葱、菊菜、キャベツなど 
 
■雑炊 
ほろほろ鳥の卵 
トリュフ塩 
 
■デザート 

星のや軽井沢 
現代を休む日、谷の集落に滞在する。すべての星のやの始まりである軽井沢は、首都圏から程近く、慌ただ
しい毎日を休むにふさわしい場所です。澄んだ空気に包まれた「山あいの理想郷」と表現すべく、離れに
なった客室は水辺を囲み、部屋のテラスから四季折々の景色を臨めます。全ては「極上の休息」をお届けす
る為の、おもてなしの空間です。 

ほろほろ卵のほろほろ雑炊 トリュフ風味 
〆は雑炊。ほろほろ鳥の卵で仕立てます。硬い殻
、箸で持ち上げられるくらい弾力のある濃厚な味
わいの黄身は、100日を経過しても孵化するとい
う抜群の日持ちの良さが特徴。野性の風味があり
、滋養強壮にもぴったりといわれます。最後にト
リュフ香の塩を一つまみ。ほのかに洋の風味が香
る、最後まで心躍る仕立てです。 

ほろほろ鳥とマリアージュ 
希少部位は焼き鳥でご提供。ほろほろ鳥のせせり
や、チーズのようなとろける食感といわれるほろ
ほろ鳥のレバー焼。鶏肉とは一味違う、少し野性
味のある味わいが楽しめます。また先付けや焼き
鳥、鍋に合わせた日本酒のマリアージュセットも
ご用意。思わず時間を忘れ、幸せに酔いしれます
。 

成鳥と若鳥 2種の味を共に味わう  
出汁とミンチには1年以上育った骨太の味わいの
成鳥を使用し、肉用には若鳥を使用。成鳥と若鳥
、肉や脂のつき方が異なる2羽の味を楽しめます
。現在、一番美味しい月齢で絞められるよう、冬
に向けて料理長が「絞め時」を研究中。 

星のや軽井沢メインダイニング 日本料理「嘉助」 料理長紹介 
稲家 栄二（いなけえいじ） 
1964年福岡生まれ。辻学園日本調理師専門学校卒業。 
19歳より料理人として働きはじめる。割烹で腕を磨き、ホテルや旅館のテナントの
立ち上げに立会い、成功を収める。 
2005年株式会社星野リゾート入社。星のや軽井沢の開業に合わせ、調理ユニットに
配属。2010年ユニットディレクター着任。2013年総料理長着任。同年5月より「山の
懐石」開発に着手。その後も力を注ぎ続けている。 

所在地：〒389-0194 長野県軽井沢町星野   
代表電話番号：050-3786-0066（星のや総合予約） 
料金：1室1泊あたり62,000円～ 
（税・サービス料10%込・食事別）※通常ご予約は2泊より 



教会前にはクリスマスのシンボル、高さ6ｍのもみの木のツリーが輝き、足元には
2000個にも及ぶランタンとキャンドルの灯り。藍色の澄んだ夜空に瞬く星たちと共
に、教会の森を美しく照らします。 
【開催日】 毎日 18:30～21:00 

Release (2015/10/13） 

軽井沢高原教会 

聖なる森のクリスマス 
11月28（土） ～ 12月25日（金） 

軽井沢高原教会（長野県軽井沢町） 

軽井沢高原教会   〒389-0195 長野県軽井沢町星野 ｔｅｌ：0267-45-3333 
1921年より、美しい緑に佇む由緒ある歴史を持つ軽井沢高原教会。大正時代、北原白秋や島崎藤村ら多くの文化人が集い「芸術
自由教育講習会」を開いていました。この講習会では、学びたい者は誰でも参加できるというもの。誰にでも開かれた教会の精
神は今もなお受け継がれ、毎週日曜日（13：30〜）に行われるゴスペル日曜礼拝をはじめ、年間を通して行われる行事には、全
国からも多くの方々が集います。 

聖歌隊の歌声、ハンドベルの音色。美しい音楽と共にクリスマスを祝う 
クリスマスキャロルの歌声と牧師からのクリスマスにまつわるお話を伝える「クリスマス音楽礼拝」、そして心を合
わせて奏でる「ハンドベルのコンサート」。キャンドルが灯る教会内に２つのハーモニーが響きます。 
【開催日】  20:00～ 毎週火・木/クリスマス音楽礼拝 、毎週水・金/ハンドベルコンサート    12/23・24・25は特別なアンサンブルで 

■このリリースに関するお問合せ 星野リゾート グループ広報 
TEL： 03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

宣教師が拓いた街、軽井沢で今も多くの人々が心を寄せる「軽井沢高原教会」。クリスマスは教会前にツリー
が飾られキャンドルの灯りと共に美しく輝きます。皆でこの日を迎えられる事に想いを寄せる、教会の街だから
こそ体験できる特別なクリスマスをお届けします。 

クリスマスを待ち望む 「アドベントキャンドル」の灯り 

リースの原型とも言われるクランツに4本のキャンドルを立てた「アドベン
トキャンドル」。キャンドルはそれぞれ「希望」「平穏」「喜び」「感謝」を伝
え、クリスマスの4週間前の日曜日から、牧師先生のお話と共に新たな
キャンドルに1本ずつ明りを灯します。クリスマスを迎える日には、4本の
キャンドルが灯り、クリスマスの日を祝います。 

静寂の森にゆらめく、ランタンとキャンドルの灯り 

牧師館 クリスマスレター 
クリスマスの訪れを祝うメッセージカードは、ぬくもりある教会を訪れて感じた‘想
い’と共にしたためて。クリスマスの頃、教会から大切な方へ送ります。 
【開催日】 毎日 10:00～21:00 

mailto:pr-info@hoshinoresort.com
mailto:pr-info@hoshinoresort.com
mailto:pr-info@hoshinoresort.com
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クリスマスタウン軽井沢 2015 

1世紀ほど前、宣教師達によって拓かれた教会の街「軽井沢」。 
軽井沢・星野エリアでは「クリスマスタウン軽井沢2015」を開催。 

丘の上に佇む軽井沢高原教会を中心に、軽井沢の自然の中にこの時期だけ現れるこの街では、 
美しいイルミネーションのもと様々なイベントが行われます。 

都会のクリスマスでは体験できない、心あたたまるクリスマスをお楽しみください。 

2015/11/28（土）～12/25（金） 

Christmas Town Karuizawa Map 

軽井沢高原教会 

ホテルブレストンコート 

ハルニレテラス 

もみの木広場 

ランタンとイルミネーションで輝く中庭、 

ハンドベルの音色が響き渡る幻想的な風景。 

美しい装飾が施されたホテルでは、 

とっておきのディナーやクリスマス 

スイーツでお洒落なひととき。 

イルミネーションで彩られた街並み。 

プレゼント選びやグルメを満喫。 

クリスマスタウンのシンボル、１０ｍのも
みの木。イルミネーション点灯式が行わ
れ、楽しいクリスマスが始まります 

『クリスマスタウン軽井沢2015』 
■期間2015/11/28（土）～ 12/25（金） 
■場所 星野エリア 長野県軽井沢町星野 
■ＨＰ http://www.hoshino-area.jp 
■問い合わせ 0267-46-6200（ホテルブレストンコート） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l1QNazFxmmMwLM&tbnid=5Vb-FYQNNxypUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.1zoom.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8/357636/z2102.4/&ei=KGrxU-GiD8Sl8AXa3oDIBw&bvm=bv.73231344,d.dGc&psig=AFQjCNFD8yg3mFnym8wgaZdcmjIa1lW7vQ&ust=1408416387551675


クリスマス フォトス

ポット 

サンタのそりに乗って、記念
撮影。思い出を持ち帰ること
ができるフォトスポット。 
【もみの木広場】 
       毎日17:00 ～ 21:00  

皆でつくるクリスマスの

森 

大きなツリーの周りに、訪れた

人々で小さなツリーを飾ります

。ツリーにはオーナメントやメッ

セージを添えて。 

クリスマスタウンの賑わいと共

に 

ツリーの森が広がります。 

 【もみの木広場】 

土・日＆ 12/23・24・25  17:00～ 

高さ10m！本物のもみの木ツリーが点灯 
星野エリアを見守るように育つ大きなもみの木。マジックア

ワーといわれる空が最も美しい時間に「メリークリスマス！」

の声と共にイルミネーションが輝きます。 

 【場所 もみの木広場】 

12月の毎週土・日＆ 12/23・24・25  17:00～ 

ミニツリー作り  

森で集めた、どんぐりやまつぼっくりな
ど、自然のオーナメントを飾って、オリ
ジナルのツリーを作ります。 
 
【ピッキオビジターセンター】 
毎日9:30～ 15:00 (土日祝17:00迄)  

1500円  

New 

森のスープ屋さん 

毎年好評の森のスープ屋さん。今年は、くるみを
トッピングした「マッシュルームのスープ」、甘くて
やさしい味わいの「カボチャのクリームスープ」な
ど、３つのスープが登場。輝くツリーを望むカフェ
で温かなひと時を。 
【カフェハングリースポット】 毎日9:00 ～ 23:00   500円～  

自然を愛する軽井沢ならではのクリスマスは、高さ
10mのもみの木が点灯します。 
ツリーの麓には、クリスマスを祝う人々が集い、温
かな料理と上質なギフトが揃い、楽しいクリスマス
が始まります。 

村民食堂のクリスマスメニュー 

カジュアルダイニング村民食堂では、こころがほっこりあたたまるクリスマスメニューをご用意。
丁寧にカットされたジャガイモに濃厚チーズがアクセントの「アコーディオンポテトのチーズ
ソースかけ」（1200円）と、熱々のストーブ鍋で提供する甘い香りの「とろり 焼きりんご」（700
円）。焼きりんごにはアイスクリームとミックスナッツ・ドライフルーツの2種をトッピング。味わい
の変化も楽しめます。 【村民食堂】 毎日11:00 ～ 23:00（22:00Ｌ.Ｏ.）  

あたたかな温泉でリラックス 

もみの木広場 

散策の後に、源泉かけ流しの星野温泉トンボの湯へ
。星空を眺めながら露天風 
呂でゆったりと。冷えた身 
体を、しっかりと温めます。 
 
【トンボの湯】 
毎日10:00 ～ 23:00（22:00最終受付） 
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クリスマスギフト     

個性あふれる15の店舗では、北欧やフランスの輸入
アイテム、木製品、アーティスト作品などオーナーこ
だわりのクリスマスギフトが揃います 

クリスマスディナー＆ランチ 
ハルニレテラスのレストランでは、クリスマスのディナーや気軽に楽しめるランチ
を。石釜で焼き上げるピッツァやパスタ、定番のフライドチキン。家族で楽しめる
中華や鍋のメニューなどバリエーションも豊富。クリスマス限定のデリセットは、自
宅でのホームパーティーに最適です。 
 
 【ハルニレテラス】  
 ベーカリーレストラン/沢村、 イタリアン/イルソーニョ、 中国家庭料理/希須林 
 レストラン＆デリ・ワイン/セルクル、 そば・美酒・料理/川上庵 
  ※クリスマスメニューの提供日は店舗によって異なります 

スイーツ＆カフェ   

クリスマスにまつわる本を集めたブックス＆カフェで
寛いだり、ベーカリーや珈琲店、ジェラートショップで
は、この時期にしか味わえないスイーツやジェラート
も登場します。 

ハルニレテラス 

クリスマスストリートに瞬く、ペンダントの輝き   

ハルニレの木々に囲まれたウッドデッキの街並みが印象的な「ハ
ルニレテラス」が、光り輝くクリスマスストリートに変身。ストリートを照
らすペンダントヘッドの輝きと、クリスマスカラーのリボンを飾ったシ
ョーウィンドウのガーランド。夜のウィンドウショッピングもお勧めで
す。 
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シュトーレンやクグロフ、コンフィチュールなどクリスマスにまつわる菓子
が揃うクリスマスショップ。1日2回の焼き上がりに、甘い香りと共にサクサ
クのクッキーやマドレーヌが並びます。お土産やプレゼントに。 
【ホテルブレストンコート ショップ】 9:00～21:00 

クリスマスは、美味しく華やかに 
ホテルブレストンコートでは特別な日を

彩る料理やスイーツの数々。美味しさと

驚き、そして楽しさあふれるクリスマス

で皆様をお迎えします。 

ザ・ラウンジのクリスマススイーツ    

ラウンジでは、クリスマス限定のスイーツをご用意。デザートのコース「ム
ニュ・デセール」をはじめ、クリスマスのガトーは「3種のブッシュドノエル」。
窓辺に輝くイルミネーションを眺めながら優雅な時間が過ごせます。 
【ザ・ラウンジ】 10:00～20:00(19:30L.O) /金土日＆12/19～25 21:00(L.O20:30） 

クリスマスショップ   

ホテルブレストンコート 

ブレストンコート ユカワタン ノエルディナー 
 
ホテルブレストンコートのメインダイニング「ユカワタン」。世界から訪れる人
が絶えないレストランでは、大切に作られた野菜や清流で育つ川魚を主役
に、訪れたからこそ味わえる独創的な料理で皆様をお迎えしています。 
クリスマスを飛び切り素敵な思い出に。9卓24席と限られた贅沢な空間で、
特別なディナーをお楽しみください。 

 

【ブレストンコート ユカワタン】 ノエルディナー 12/18～12/25 ￥23,000（税・サービス料別） 

クリスマスタウンにステイ 
ホテルブレストンコートに宿泊して、クリスマスタウン軽井沢を
存分に楽しんで。夜の輝くイルミネーション、凛とした空気に
包まれる冬の朝。都会では体験できない、クリスマスの休日
が過ごせます。 

 
【ホテルブレストンコート】 
 1泊朝食付 17000円～ （2名1室1名様） 



■ピッキオ 
「森本来の姿を経済的な価値として高く評価できれば、未来に森を残して
いける」という理念の下、軽井沢を拠点に、野生動植物の調査およびツキノ
ワグマの保護管理、自然の不思議を解き明かすエコツアーを行っています
。 
 

森のいきもの案内人 ピッキオ（長野県軽井沢） 

野鳥の森ネイチャーウォッチング 
2015-2016冬 
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【このリリースに関するお問合せ】  
 星野リゾート グループ広報 
 TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853    
 mail：pr-info@hoshinoresort.com    

【開催日】通年毎日（ヤドリギや雪上の足跡の見頃は12月～2月） 
【時   間】10:00出発12:00まで     
【料  金】大人2,100円/4歳～小学生1,000円   ※予約不要 

 凛とした寒さに身が引き締まる冬の森で、生き物の不思議にふれてみませんか。 
「軽井沢野鳥の森」をフィールドに、森の生き物たちをみつめて二十二年。 

森のいきもの案内人「ピッキオ」が、イキイキと躍動する冬の森へ、みなさまをエスコートいたします。 

「ヤドリギ」に学ぶ寄生人生 
 クリスマスと縁の深い植物「ヤドリギ」が、軽井沢の森には、たくさんあります。
欧米では『クリスマスの季節にヤドリギの下にいる女性にはキスしてもよい』との
習慣があるようですが、、、ヤドリギの一生はロマンチックとはほど遠い寄生人
生。しかも、完全な寄生ではなく「半寄生」。中途半端で、それゆえにしたたか
なヤドリギの生存戦略から、見えてくる教訓とは？ 

【教訓１】 寄らば大樹の上 
   大きな木に寄生しよう。 
  しかもなるべく高いところに。 
 

【教訓２】 急ぐべからず 
  急激に成長しようとせず、 
   じっくりあせらずコツコツと。 
 

【教訓３】 少しは自立しよう  
   一応、自分でも光合成してます。 
    植物ですから・・・。         

ホンモノで調べる「リアル足図鑑」 
 リスやウサギ、タヌキやイノシシなど、雪上に残る動物の足跡さがしは、冬の森散策の楽しみのひとつです
。 
足跡の主を特定すべく、ピッキオのガイドがホンモノの動物の足（剥製）を携帯。紙に印刷されたフツーの
足跡図鑑では分からない、生き物のリアルをご体験ください。  
 



軽井沢野鳥の森 

 １９７４年に指定された国設の野鳥の森で、クリやミズナラ、カラマツなどが茂る約100haの敷地には、年間
約80種類の野鳥の他、ツキノワグマやニホンカモシカ、四季折々の草花など、多くの野生動植物が息づい
ています。 

【シジュウカラ】 軽井沢の森で最も普通
にみかける小鳥。黒いネクタイ模様がト
レードマーク 

実は、冬は春に次いで、バードウォッチングに適した季節です。 
 

【理由１】 葉っぱがなくて見通しが良い 
 標高１０００メートルの軽井沢では、冬になるとほとんどの木は
落葉するので、森の中の見通しがすばらくし良くなります。その
ため、夏は見えなかった小鳥の姿も、しっかりと見ることができる
のです。 

【理由２】 渡り鳥がやってくる 
 シベリアなどの北方や国内のより標高が高い場所から、冬の
渡り鳥がやってきます。冬ならではの野鳥との出会いを楽しむこ
とができます。  

【ウソ】 冬の渡り鳥。ふっくらとした容
姿と口笛のような鳴き声が愛らしい 

 「野鳥の森ネイチャーウォッチング」の散策路の途中には、手が
届きそうなほど間近で小鳥を観察できる「バードキャビン」を設置
。小鳥体重計で、驚くほどに軽い小鳥の体重を知ることもできま
す。  

【アカゲラ】 キツツキの仲間。「ピッキオ」
とはイタリア語でキツツキのこと 

体重計に乗ったシジュウカラ。
その体重は、わずか１５グラム
前後です。 

「バードキャビン」で小鳥を間近に 

意外？「冬こそバードウォッチング」 

【オオマシコ】 冬の渡り鳥。輝くような
バラ色はバードウォッチャー憧れの的 

スノーブーツで防寒も万全 
冬の森を満喫するためには
、防寒をしっかりと。「野鳥
の森ネイチャーウォッチン
グ」に参加の方は、スノーブ
ーツや手袋、ニット帽のレン
タルを無料でご利用いただ
けます。（大人サイズのみ） 



                      仕上げに、保湿効果が高い「はちみ
つ」と源泉を混ぜ合わせ、顔にパック
します。普段は肩までしか温泉に浸か
ることが出来ませんが、顔まで温泉に
浸かっていただくのと同じように、顔に
も温泉成分を浸透させましょう。 

温泉ソムリエが考えた 美人入浴法 
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すっぴん美人を目指す 

源泉美人プラン・冬 

星野温泉 トンボの湯 

星野温泉のとろみのある柔らかな湯は、肌にや
さしく「美肌の湯」として知られています。“分割
浴”で短時間の入浴を数回繰り返すことにより、
身体の芯まで温まり、温泉成分をじっくりと身体
に取り込むことができます。「美人入浴法ブック」
を使用して、ご自宅でも実践できます。 

～湯上がり御膳 お献立～ 
 
【はじまり】はちみつ生姜茶  
【前菜３種】季節野菜のテリーヌ、 
 フカヒレコラーゲン、卯の花コロッケ   
【メイン】塩麹鍋 
【ご飯】雑穀米（むかご） 
【デザート】あたたかプリン 

湯上がり御膳 
入浴後には、隣接するカジュアルダイニング「村民食堂」
で「湯上がり御膳」を。冬は、はちみつ生姜茶にはじまり、
卯の花コロッケやフカヒレコラーゲンなどの前菜３種、塩麹
鍋、むかごの雑穀米ご飯など、バランス良く栄養が摂れる
、メニュー。季節の素材をたっぷりいただく献立です。   

“美肌の湯”として大正時代より親しまれている「星野温泉 トンボの湯」では、季節ごとのお肌の悩みに合わ
せてご提案する「源泉美人」を行っています。冬はカサつきなど肌悩みの多い季節。そこで冬のプランは、“
潤い肌”を目指すプログラムをご用意。美人入浴法＆はちみつパックで“すっぴん美人”になりましょう。 

■星野温泉 トンボの湯 
大正4年の開湯より多くの文化人に親しまれてきた源泉かけ流しの立ち寄り温泉。大きな窓が開放的な内湯と開放的な露天風呂からは、四季
折々の自然を望みながらご入浴いただけます。  
【泉質】ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 源泉かけ流し   【湧出量】400L／分 
【営業時間】10時～23時(最終受付22時)            【料金】大人1300円小人750円（ＧＷ・8月は特別料金) 
【お問合せ】0267-44-3580 

■リリースに関するお問合せ 星野リゾート グループ広報  TEL:03-5159-6323 FAX:03-6368-6853  

「冬の源泉美人プラン」 
 

【期間】 
 12/1～3/31 
【内容】 
 入浴(当日何度でも入浴可)・美人入浴法  
 ブック・ハチミツパック・ハチミツ石鹸 
 ・美人入浴法ブック・レンタルタオル 
 セット・湯上がり御膳 
【料金】 
 3300円(お一人さま・税込） 
【ご予約】 
 不要（8名様以上は前日までに要予約） 

源泉＆はちみつパックで仕上げ 
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健やかな身体へと導く「気」 
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温泉の恵みを深く摂り入れて。日帰りでも楽しめる 

冬の気めぐり湯治 
東京から僅か1時間。凛とした空気に包まれる静かな冬の軽井沢は、ゆっくりと温泉を楽しみ、心からリラックスで
きる最高のロケーション。この冬、星野温泉トンボの湯を中心とした星野エリアでは、古くから伝わる「気」に着目し
温泉の恵みをより深く摂り入れる日帰り用の“湯治”プランをご用意いたしました。 

 

冬の気めぐり湯治 
== 滞在スケジュール == 
北陸新幹線利用で軽井沢へ 

 東京から約1時間 
 

温泉入浴 1回目 
深さ85cmの湯船に肩まで浸かり 
寒さで縮こまった体を解します 

↓ 
自身の「気」を識る 

カウンセリング 
↓ 

気の巡りを整える施術 

「ヒーリング＆マッサージ」 
↓ 

「気」に合せたスパイスを加える 

温かなメニューで食事 
↓ 

温泉入浴 2回目 
「気」に合わせた入浴法で 

温泉の恵みをゆっくりと摂り込みます 

東洋医学では古くから生命の根源的エネルギーとされる「気」。 

体の全ての働きは「気」のバランスが大切とされています。 

星野リゾート 星野エリア  （長野県軽井沢町） 

ヒーリング＆マッサージ「常世」のセラピス
トによるカウンセリング。生活環境や体調
などを伺いながら「風」「火」「水」の３つの
気のタイプからあなたのタイプを紐解きま
す。温泉入浴ではタイプにあわせたアメニ
ティと入浴指南書をお渡しします。 

気のタイプに合わせた 
湯治プランをご提案 

気の巡りを整える 
ヒーリング＆マッサージ 

気の巡りを整える施術は、二人で行う
ヨガとも云われている、タイ古式マッサ
ージ。適度な圧にストレッチの要素を
取入れた40分の施術は、日常の疲れ
から解放され、心も身体もリラックスす
ることができます。 

気の巡りを整える 
スパイスを加える食事 

ご滞在中のお食事はプラン限定
の冬野菜や鶏肉が入った「ぽかぽ
か鍋」。気のタイプにあわせたシナ
モンや生姜などのスパイスも加え
、体の中からも温かく気を整えま
す。 

【星野エリア】 冬の気めぐり湯治  期間：1/12～2/29  料金：12000円、 前日迄に要予約 

 含まれるもの： トンボの湯入浴（当日中何度でも）、レンタルタオル、プラン限定入浴キット、カウンセリング＋施術40分、食事「ぽかぽか鍋」 

■星野温泉 トンボの湯 
大正4年の開湯より多くの文化人に親しまれてきた源泉かけ流しの立ち寄り温泉。大きな窓が開放的な内湯と
開放的な露天風呂からは、四季折々の自然を望みながらご入浴いただけます。  
【泉質】ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 源泉かけ流し   【湧出量】400L／分 
【営業時間】10時～23時(最終受付22時)            【料金】大人1300円小人750円 
【お問合せ】0267-44-3580 

■このリリースに関するお問合せ 星野リゾート グループ広報 
TEL： 03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

mailto:pr-info@hoshinoresort.com
mailto:pr-info@hoshinoresort.com
mailto:pr-info@hoshinoresort.com


 
森の中で“冬ごもりスープ” 
 
森のいきもの案内人「ピッキオ」に案内されな
がら冬の森散策に出かけましょう。森の中で
は焚き火をしてぐつぐつ煮立てた、胡桃入りの
ポタージュ“冬ごもりスープ”を召しあがれ。冬
の森の中で、その情景を表したスープを 
いただく特別なひととき。 
 
森の中の「スープの旅」 
【時間】13：30～15：30 
【料金】4500円（お一人様） 
【場所】ピッキオ（森の広場） 
＊前日15：00までに要予約 
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冬の軽井沢を巡る 

軽井沢 スープの旅 
星野エリアでは、温かなスープで冬の軽井沢をめぐる旅が始まります。西洋文化が息づくこの地では、身体を
温めるために、豊富な食材を活かしたスープ文化が生まれました。カフェハングリースポットとハルニレテラ
スの各レストランが軽井沢の冬の情景をもとに、特製スープをご用意します。 

■リリースに関するお問合せ 星野リゾート グループ広報  TEL:03-5159-6323 FAX:03-6368-6853  

専用パスポートでスタンプラリー 
様々な軽井沢の冬の情景を思い浮かべていただ 
けるよう「スープの旅 スタンプラリー」を実施いた 
します。全店舗のスタンプを集めると、トンボの湯の 
入浴券がプレゼントされます。 

 
薪ストーブのあったかスポット 
ハルニレテラスには薪ストーブの「あったかスポット」
をご用意。ここでは、各店舗からテイクアウトをしたス
ープを冬景色を眺めながら飲み比べできます。 

【開催日】1月10日～3月21日 

【料 金】500円～（店舗により異なる） 
【店 舗】ハルニレテラス飲食店・カフェハングリースポット 

■軽井沢 星野エリア 
大正時代、文豪や芸術家が集い、コミュニティが形成されていた星野エリア。古くから多くの人に愛されて
いるこの場所は、現在、自然や文化を愛する人々が集う“小さな街”となりました。100本を超えるハルニレ
の樹々を渡る爽やかな風、川のせせらぎと柔らかな木漏れ日。その空間は「星野温泉 トンボの湯」からつ
ながる軽井沢のモダンな温泉街です。 

【月と星空】 
パンプキンスープ 
◆カフェ ハングリースポット 

【冬眠】 
永井農場のミルク 

スープ 
◆ナガイファーム 

【雪原】 
ハーブ鶏と小蕪の 

雑穀入りポタージュ 
◆ワイン＆デリ セルクル 

【雪遊び】 
白玉入りぜんざい 
◆カフェ  

  ハングリースポット 

【浅間山の冠雪】 
豆腐と卵白の淡雪スープ 
◆中国家庭料理 希須林 

【暖炉】 
具だくさんミネストローネ 
◆ベーカリー＆レストラン 沢村 

【焚き火】 
トマトクリームスープ 
◆イタリアン イルソーニョ 

【冬の大地】 
じゃがいもの春待ちスープ 
◆軽井沢ベジタブル ココペリ 

あったかスポット 
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星野リゾート 青森屋のプロフィール 
 ｢のれそれ青森～ひとものがたり～｣(※のれそれは津軽弁で目一杯、一生懸
命の意)をコンセプトに、体感ショーレストラン｢みちのく祭りや｣や、和洋中
の豊富な料理が並ぶバイキングレストラン｢のれそれ食堂｣、良質な泉質に癒
される温泉｢浮湯｣など、青森文化を満喫できる。 
【宿泊料金】2名1室 1泊2食付お一人様 12,500円～ 

このリリースに関するお問合せ 
星野リゾート グループ広報 

TEL：03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 
 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

星野リゾート 青森屋 (青森県･三沢) 
～冬の公園巡りをぬくだまりながら満喫～ 

日本初！ストーブ馬車に雪ん子登場 

 雪の公園を巡る日本初の｢ストーブ馬車｣が好評につき、この冬も登場。今年は、藁沓(わらぐつ)

とはんちゃ(綿入れはんてん)姿の可愛らしい雪ん子が、馬車の中まで冷たいアイスをお届け。スト
ーブではスルメが炙られ、雪国らしい雰囲気が漂います。どこか懐かしい田舎の雪ん子からのア
イスと共に公園巡りをご体験ください。 

素朴な｢雪ん子｣に思わず心もほっこり 

日本初の薪ストーブの馬車 

 青森ヒバで造られた馬車の車内では、
薪ストーブが燃え、温かい空間が広がり
ます。ストーブの上ではスルメが炙られ
ており、熱を効率的に利用する雪国の知
恵が垣間見えます。 
 窓から見える景色は、雪が降り積もる
朝日できらきらと輝く公園。そして寒さ
でぴんと張り詰めた空気の中聞こえるの
は、馬の弾むような足音と、薪がパチパ
チと燃える音。その空間は、非日常の雰
囲気を感じていただけます。 

NEW 

 馬車に乗り公園を進むと、はんちゃ姿に藁の頭巾
を被った｢雪ん子｣が登場。寒さの厳しい青森県では
もこもこの｢はんちゃ｣と｢藁頭巾(わらずきん)｣が重宝
されていました。どこか心も温まる雪ん子は、車内
へ冷たいアイスをお届け。寒い冬でも暖かいストー
ブの傍で食べるアイスはちょっと贅沢な気分を味わ
えます。寒い冬だからこそ体験できる馬車でのひと
時をお楽しみください。 

■期間：2015年12月1日(火)～2016年3月31日(木) 
■時間：①9:00②9:30③10:00④10:30⑤11:00 (1周約20分) 
■料金：大人1,200円 子供1,000円 幼児700円 
■定員：各時間6名 

※天候や馬の体調などにより中止になる場合がございます。 
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星野リゾート 青森屋のプロフィール 
 ｢のれそれ青森～ひとものがたり～｣(※のれそれは津軽弁で目一杯、一
生懸命の意)をコンセプトに、体感ショーレストラン｢みちのく祭りや｣や、
和洋中の豊富な料理が並ぶバイキングレストラン｢のれそれ食堂｣、良質
な泉質に癒される温泉｢浮湯｣など、青森文化を満喫できる。 
【宿泊料金】2名1室 1泊2食付お一人様 12,500円～ 
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星野リゾート 青森屋 (青森県･三沢) 
～真冬の夜に青森の熱い夏を感じる湯浴み～ 

雪見露天 ねぶり流し灯篭 

 ｢星野リゾート 青森屋｣の冬の風物詩｢ねぶり流し灯篭｣が今年も露天風呂｢浮湯｣に登場。降り積も
る雪の中、目の前の水面に浮かぶ青森ねぶた祭のねぶた灯篭。どこからともなく聞こえる儚い笛の音
と共に、白銀の世界で青森の熱い夏祭りを思い起こさせます。さらにお客様の願いをのせた小灯篭と
燃ゆる炎のごとく夜空に浮かぶ天灯がより幻想的な世界を作り上げ、どこにもない露天風呂をお楽し
みいただけます。 

真冬の景色に浮かぶ幻想的な灯りとねぶた灯篭｢鐘馗(しょうき)｣ 

 湯気の漂う露天風呂から見えるねぶた灯篭｢鐘馗｣は災厄を祓う守り神であり、2015年の青森ねぶ
た祭で最優秀制作者賞を受賞したねぶた師 竹浪比呂央によるオリジナルの作品です。 
 その昔、役目を終えた祭りの山車は、燃やすことで清められていたと言われています。その歴史を
表現した天灯とお客様の願い事をのせた小灯篭が、青森屋でしか見ることのできない幻想的な景色へ
と誘います。 
 灯篭と共にお楽しみいただける笛の生演奏は、夜闇の中で静かに響き、青森の儚くも熱い夏を感じ
ることができる時間。灯篭の織り成す世界と笛の演奏で極上の湯浴みを体験ください。 

■期間：2015年12月1日(火)～2016年3月31日(木) 
■時間：17:00～24:00 ■笛の生演奏：①18:00～ ②21:45～ 
■願い事受付：15:00～21:00 本館1階 ｢じゃわめぐ広場｣ ■場所：本館1階 露天風呂 ｢浮湯｣ 
※天候により時間の変更や中止になる場合がございます。 
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このリリースに関するお問合せ 星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

星野リゾート 青森屋 (青森県･三沢) 
～日本初のイカこたつが登場～ 

新登場 冬のぬくだまつり 

 夏の｢しがっこ夏祭り｣、秋の｢じゃわめぐりんご×ほたて祭り｣に続き、｢星野リゾート 青森屋｣では
｢冬のぬくだまつり｣を開催いたします。“ぬくだまる”とは、青森の方言で”温まる”という意味。 
 じゃわめぐ広場では、なんと日本初のイカの形をした｢イカこたつ｣が登場。さらに寒い夜の必需品 
｢はんちゃ(綿入れはんてん)｣や｢湯たんぽ｣が並び、のれそれ食堂やヨッテマレ酒場では、体も温まる冬
限定のお料理をご用意いたします。青森屋ならではのぬくだまり滞在をお楽しみください。 

3室限定の｢ぬくだまり部屋｣や｢湯たんぽ｣で温かく過ごす 
 本州最北端に位置し、冬の寒さ厳しい青森県。青森屋では、そんな中でも快適に楽しくぬくだまる
ことができます。イカの水揚げ量が日本一の八戸にちなみ、じゃわめぐ広場には、｢イカこたつ｣が新
登場。また、3室限定の客室や、寒い冬に重宝する｢湯たんぽ｣、幻想的な光が灯る雪見露天｢ねぶり流
し灯篭｣など、青森屋のいたるところで心も体も温まる魅力が満載。どこか懐かしい越冬スタイルで青
森屋のご滞在を満喫ください。 

3室限定 ぬくだまり部屋 懐かしい 湯たんぽ 雪見露天 ねぶり流し灯篭 

■期間：2015年12月1日(火)～2016年3月31日(木)  
■内容：イカこたつ、3室限定｢ぬくだまり部屋｣、バイキングレストラン｢のれそれ食堂｣･｢ヨッテマレ酒場｣の 
    期間限定メニュー など 

日本初の｢イカこたつ｣ 
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3室だけの特別な空間 ｢ぬくだまり部屋｣ 

 藍のお茶など、体
の中から温めるお飲
み物をご用意。ぬく
だまり照明の中、お
寛ぎください 

客室イメージ 

 地酒が楽しめる｢ヨッテマレ酒場｣に、この冬限定の 
｢乾物BAR｣がオープンいたします。イカの口を乾した 
｢イカとんび｣や、鮭とば、ホタテといった乾物をご用
意。冬の保存食としても親しまれていた乾物を寒い冬
の夜に青森の地酒の熱燗などでお楽しみください。 

熱燗と乾物でぬくだまる｢乾物BAR｣オープン 

■期間:2015年12月1日(火)～2016年3月31日(木) 
■時間:19:00～24:00 ■場所:本館1階 ｢ヨッテマレ酒場｣ 
■料金:乾物盛り合わせ 600円～ 

青森屋 冬の風物詩 ｢ねぶり流し灯篭｣ 

 幻想的な露天風呂に浮
かび上がるあたたかな灯
りと共に、湯浴みをお楽
しみいただけます。 

■期間:2015年12月1日(火)      
         ～2016年3月31日(木) 
■時間:17:00～24:00 
 ①18:00~②21:45~笛の生演奏 
■場所:本館1階 ｢浮湯｣ 

体もぬくだまる 鍋料理 
 バイキングレストラン｢のれそれ食堂｣には、温かい鍋料理
が登場。夕食は｢たこの道具鍋｣と｢せんべい汁｣、朝食は｢ほた
ての子っこ雑炊｣をご用意いたします。”道具“とは、たこの内
臓を意味しており、歯ごたえのある食感と味噌の風味がクセ
になる一品。冬に美味しい鍋料理で体もぬくだまります。 

■期間:2015年12月1日(火)～2016年3月31日(木) 
■場所:西館1階 バイキングレストラン ｢のれそれ食堂｣ 

■期間：2015年12月1日(火)～2016年3月31日(木) 
■時間：①9:00 ②9:30 ③10:00 ④10:30 ⑤11:00 (1周約20分) 
■料金：大人1,200円 子供1,000円 幼児700円 ■定員:各時間6名 
※天候や馬の体調により中止になる場合がございます。 

日本初の｢ストーブ馬車｣で公園巡り 
 朝は、薪ストーブでぬくだまりながら楽しめる｢ストーブ馬車｣
が毎日運行。今年は素朴な姿が田舎らしい｢雪ん子｣も登場し、馬
車に乗るお客様にアイスをお届けいたします。ストーブでスルメ
を炙りながら朝の凛とした白銀の公園散策を体験ください。 

■期間:2015年12月1日(火)  
   ～2016年3月31日(木) 
■料金:お一人様1泊2食付 
    17,900円～  

たこの道具鍋 

乾物BAR 

ねぶり流し灯篭 

ストーブ馬車 

NEW 

NEW 

NEW 

※仕入れ状況により料理内容が変更になる場合がございます。 


