2016 年 3 月 7 日

軽井沢 浅間プリンスホテル
客室のリニューアルとダイニングルームのメニュー強化により
“おとなの隠れ家リゾート”としての機能を
“おとなの隠れ家リゾート”としての機能を充実
の隠れ家リゾート”としての機能を充実
【オープン日 2016 年 4 月 9 日（土）】
株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役社長：赤坂茂好）は軽井沢
代表取締役社長：赤坂茂好）は軽井沢 浅間プリンスホテ
ル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢、
ル（所在 ：長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢、
：長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢、総支配人：泉水誠之
泉水誠之）の客室
）の客室の一部（
一部（客室数全 80
8 室中 3 階コンフ
ォートツインルーム 32 室、1 階･2
階･ 階･3 階スイートルーム 3 室、計 35 室）の改装および
およびダイニングルーム「
ダイニングルーム「ジャルダン
ジャルダン デ テ」
の一画にピザ窯を新設いたします。
の一画にピザ窯を新設いたします。
軽井沢 浅間プリンスホテルは標高 985m に静かにたたずむ生命力豊な木々
に静かにたたずむ生命力豊な木々に囲まれ
に囲まれたリゾートホテルです。全室プライ
リゾートホテルです。全室プライ
ベートバルコニー付で正面には雄大な浅間山を望み、敷地面積約
ベートバルコニー付で正面には雄大な浅間山を望み、敷地面積約 6 万坪のゴルフ場を併設し、“おとな
万坪のゴルフ場を併設し、“おとなの隠れ家リゾート
の隠れ家リゾート
の隠れ家リゾート”
としてやすらぎの時間を
としてやすらぎの時間をご提供しています。
提供しています。今回のリニューアル
提供しています。今回のリニューアルでは
は「軽井沢の自然」を
「軽井沢の自然」を客室内装の
客室内装のコンセプトとし
コンセプトとし、バルコ
バルコ
ニーから見える自然美を室内のデザインにとりいれて、
ニーから見える自然美を室内のデザインにとりいれて、上質な寛ぎ
上質な寛ぎの空間を演出いたします
空間を演出いたします
空間を演出いたします。この改装により
この改装により従来の客層
従来の客層
であるミドルエイジのご夫婦
であるミドルエイジのご夫婦を中心に
を中心におとなの女性のご友人同士などの
おとなの女性のご友人同士などの
おとなの女性のご友人同士などの取込を図
取込を図ります。さらに、
さらに、おとなのリゾートに相応し
のリゾートに相応し
い食の楽しみの一つとしてダ
い食の楽しみの一つとしてダイニングルーム「ジャルダン
楽しみの一つとしてダイニングルーム「ジャルダン デ テ」の一画にピザ窯を新設し、
テ」の一画にピザ窯
、地元信州産の素材を使用し
地元信州産の素材を使用し
たピザや焼き野菜、ベイクドスイーツなどを
ピザや焼き野菜、ベイクドスイーツなどをお客さまの目の前で焼いて
ピザや焼き野菜、ベイクドスイーツなどを
目の前で焼いてご提供いた
目の前で焼いて
いたします。
軽井沢 浅間プリンスホテルではこれまでもバルコニーからお楽しみいただく「サンセットガーデンコンサート」や
浅間プリンスホテルではこれまでもバルコニーからお楽しみいただく「サンセットガーデンコンサート」や「キャンド
「キャンド
ルナイト」などのイベントを実施するとともに、浅間山山頂付近の大きなくぼみがハートの形に見えることを受けて、ホテル
ルナイト」
のイベントを実施するとともに、浅間山山頂付近の大きなくぼみがハートの形に見えることを受けて、ホテル
内にハートモチーフを散りばめ、見つけていただく仕掛けを施すなど、ホテルでの滞在時間を楽しんでいただけるサービ
スをご
をご提供してまいりました
提供してまいりました。今回のバリューアップを通じて、さらに“おとな
今回のバリューアップを通じて、さらに“おとな
今回のバリューアップを通じて、さらに“おとなの隠れ家リゾート”としての機能を充実させ、他
の隠れ家リゾート”としての機能を充実させ、他
にはない魅力を訴求してまいります
にはない魅力を訴求してまいります。

ホテル外観

客室バルコニーより望む浅間山

◎本件に関する報道各位からのお問合せ先は
軽井沢 浅間プリンスホテル
TEL：0267
0267-48-0805 FAX：0267
0267-48-0291
長野・群馬 マーケティング戦略
TEL：0267
0267-42-8115 FAX：0267-42-8118

EAST 棟 コンフォートツインルーム
コンフォートツインルーム(イメージ)

客室リニューアル概要

■デザインコンセプト
「軽井沢の自然」
軽井沢の自然」
軽井沢の文化や自然、感性を取り入れたデザインを展開し“おとな
の文化や自然、感性を取り入れたデザインを展開し“おとな
の文化や自然、感性を取り入れたデザインを展開し“おとなの隠れ家リゾート”として「記憶に残る客室」を
の隠れ家リゾート”として「記憶に残る客室」を
目指します。
■リニューアル内容
【コンフォートツインルーム】
コンフォートツインルーム】 3 階 32 室 テーマ：「葉・花」
（１）

壁紙・絨毯・アートワーク
アースカラーをベースに軽井沢の木であるコブシの花をモチーフに上質感あるデザインに。
アースカラーをベースに軽井沢の木であるコブシの花をモチーフに上質感あるデザインに。

（２）

その他
ベッドマットレスは
ベッドマットレスはシモンズ製に統一するほか、
シモンズ製に統一するほか、
シモンズ製に統一するほか、クッションは“樹”に集う野鳥をイメージ
クッションは“樹”に集う野鳥をイメージ
クッションは“樹”に集う野鳥をイメージし、ホテルを
し、ホテルを WEST
棟
棟（14 室）、EAST
EAST 棟(18 室)に分け、WEST
室
WEST 棟にはヤブサメ（黄緑
にはヤブサメ（黄緑×ゴールド）
にはヤブサメ（黄緑×ゴールド）EAST 棟にはベニサンショウ
クイ（落着いた赤×モノトーン）を配置いたします
クイ（落着いた赤×モノトーン）を配置いたします。

WEST 棟コンフォートツインルーム
コンフォートツインルーム(イメージ
コンフォートツインルーム イメージ)

【スイートルーム】
（１）

EAST 棟コンフォートツインルーム
コンフォートツインルーム
コンフォートツインルーム（イメージ）
（イメージ）

1F、2F
2F、3F スイートルーム（3
スイートルーム（ 室）
室）テーマ：「葉・光」
テーマ：「葉・光」

壁紙・絨毯・アートワーク
木の葉や木洩れ日をモチーフに寝室の壁紙、絨毯、アートワークを一新し自然の光や空気感を表現。

（２）

その他
室内のしつらえは
室内のしつらえは野鳥クロツグミをイメージしシルバー×モノトーンをアクセントカラーに。
クロツグミをイメージしシルバー×モノトーンをアクセントカラーに。
クロツグミをイメージしシルバー×モノトーンをアクセントカラーに。リビングルームに
リビングルームに
はデイベッド 2 台を設置し最大 4 名までの宿泊が可能になります。

スイートルーム

リビングルーム
ビングルーム(イメージ))

スイートルーム ベッドルーム
ベッドルーム(イメージ)

【客室備品】
バルコニーで鳥のさえずりを聞き、
バルコニーで鳥のさえずりを聞き、浅間山を望みながら挽きたてのコーヒーを
浅間山を望みながら挽きたてのコーヒーを。五感で軽井沢を感じていただけるよう、
浅間山を望みながら挽きたてのコーヒーを 五感で軽井沢を感じていただけるよう、
コンフォートツインルーム、スイートルーム共にティーセットは軽井沢発祥で山梨・東京・神奈川にも店舗を構える
コンフォートツインルーム、スイートルーム共にティーセットは軽井沢発祥で山梨・東京・神奈川にも店舗を構える
ティーセットは軽井沢発祥で山梨・東京・神奈川にも店舗を構える株
式会社丸山珈琲製コーヒー豆に変更し、新たにコーヒーミル・コーヒープレスをご用意
式会社丸山珈琲製コーヒー豆に変更し、
コーヒーミル・コーヒープレスをご用意いた
コーヒーミル・コーヒープレスをご用意いたします。

ダイニングルーム「ジャルダン デ テ」ピザ窯新設
浅間山を正面に望むダイニングルーム「ジャルダン デ テ」。フランス語で「夏の庭」を
意味する店名のとおり、広々とした緑を眺めながらお食事をお楽しみいただけます。
今回は店内の一画にピザ窯を導入し、ピザ釜ならではの素材の味を引き出す調理法で
時間帯に合わせたメニューをご提供いたします。
朝食：卵料理やパンなど、朝食の仕上げ。

ダイニングルーム

ジャルダン デ テ

昼食：焼きたてピザ、デザートピザなど。
夕食：地元の野菜を使った焼き野菜を中心にメニューを展開。
ルームサービスでも、焼きたてのピザをワインとともにお召しあがりいただけます。
【営業時間】朝食 7:00A.M.～9:30 A.M

昼食 11:00 A.M～2:30 P.M

夕食 6:00 P.M～9:00 P.M

【お問合せ】軽井沢 浅間プリンスホテル TEL 0267-48-0001
軽井沢 浅間プリンスホテル概要
所在地 ：〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢
開 業 ：1997 年 7 月
階 層

：地上 2 階、地下 1 階

客室数 ：80 室 全室 Wi-Fi 完備
・スイートルーム・コンフォートツインルーム
チェックインタイム 5:00 P.M チェックアウトタイム 3:00 P.M
・ツインルーム
チェックインタイム 3:00 P.M チェックアウトタイム 11:00 A.M
レストラン等 ：ジャルダン デ テ （イタリアン、宴会、ルームサービス）
和食堂 信濃（夏季営業）、バー、ラウンジ、カラオケルーム
宴会場 ：2 ヶ所
駐車場 ：136 台
アクセス：（車）上信越自動車道 碓氷軽井沢 I.C.から５㎞（平常時 6 分）
（電車）JR 北陸新幹線 軽井沢駅南口よりタクシーで約 12 分
2016 年度営業期間：2016 年 4 月 9 日(土)～2016 年 11 月 19 日(土) ※冬季クローズあり
■コンフォートツインルーム・スイートルーム宿泊者限定特典
（１）ホテルから駅へのプライベートシャトル
・予約制にて 10:00A.M.～7:00P.M.の間で対応いたします。
（２）軽井沢 浅間ゴルフコース特別優待料金
・平日・・・グリーンフィー無料 除外日：4 月 29 日(金・祝) ～5 月 5 日（木・祝）、8 月 1 日（月）～8 月 31 日（水）
・土休日、ゴールデンウイーク、夏期プレーグリーンフィー半額サービス
対象日：土休日・祝日、ゴールデンウイーク（4 月 29 日（金・祝）～ 5 月 5 日（木・祝））、
夏期（8 月 1 日（月）～ 8 月 31 日（水））
（３）

軽井沢 プリンスホテルゲストサービスセンター スマイルコンシェルジュにてお荷物お預かりサービス。
お客さまからのお問合せ先は
軽井沢 浅間プリンスホテル TEL:0267-48-0001

