2016 年 7 月 211 日

プリンスグランドリゾート軽井沢

軽井沢プリンスホテル イースト
2017 年度 ホテル棟
全客室、ロビー
ロビー、
ホテル棟全客室、
ロビー、レストランをリニューアル
【オープン予定
【オープン予定 2017 年 7 月】
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
代表取締役社長：赤坂茂好）は
代表取締役社長：赤坂茂好）は、軽井沢プリンスホテル
軽井沢プリンスホテル
イースト（所在地
イースト
地：長野県北佐久郡軽井沢町
：長野県北佐久郡軽井沢町 総支配人：
支配人：泉水誠之
泉水誠之）のホテル棟
のホテル棟全客室 70（（1～4 階）、ロビー
ロビー、および
、およびレ
ストラン 2 店舗の改装
店舗の改装を実施
を実施し、2017 年 7 月にリニューアルオープン
月にリニューアルオープンいたします。
いたします。
軽井沢駅の南側
軽井沢駅 南側に広がる「プリンスグランドリゾート軽井沢」は、
広がる「プリンスグランドリゾート軽井沢」は、
広がる「プリンスグランドリゾート軽井沢」は、ホテル、ゴルフ場、
ホテル、ゴルフ場、スキー場、結婚式場、ショッピングプ
ホテル、ゴルフ場、スキー場、結婚式場、ショッピングプ
ラザを擁し、総合型リゾートとして幅広い層のお客さまに親しまれております。
ラザを擁し、総合型リゾートとして幅広い層のお客さまに親しまれております。
総合型リゾートとして幅広い層のお客さまに親しまれております。中でも、ホテルは
中でも、ホテルは
中でも、ホテルはエリア内に
エリア内に規模やコン
規模やコン
セプトが異なる施設を備え
セプトが異なる施設を備え、長期滞在から
、長期滞在から MICE など
など、目的に合わせた
、目的に合わせたホテル
ホテルの選択が可能です
の選択が可能です。
また、ホテルごとの特徴を明確化するためのバリューアップ
また、
ごとの特徴を明確化するためのバリューアップ
ごとの特徴を明確化するためのバリューアップを順次実施し、
順次実施し、「世界から選
「世界から選ばれるプリンスグランドリゾート
ばれるプリンスグランドリゾート
軽井沢」となるべく
軽井沢」となるべく進化を続けています。
進化を続けています。
軽井沢プリンスホテル イーストは、ホテル棟
イーストは、ホテル棟に 70 室の
室の客室と、敷地内に
、敷地内に 92 棟のコテージを有し、
棟のコテージを有し、ホテル棟はシニア層
ホテル棟はシニア層
のご夫婦、コテージ
のご夫婦、コテージはファミリー層
はファミリー層と、レジャーを目的とした
と、レジャーを目的とした
と、レジャーを目的とした個人のお客さま
個人のお客さまを中心
中心としたホテルです。
ホテルです。
今回改装を行うホ
今回改装を行うホテル棟は、
テル棟は、客室のほかレストランや
客室のほかレストランや
客室のほかレストランや温浴施設があり
あり、木々に囲まれた
、木々に囲まれた落ち着いた
落ち着いた空間
空間で上質なリラク
上質なリラク
ゼーションの時間
ゼーションの時間を体験できるホテルとして、ご
体験できるホテルとして、ご好評をいただいて
体験できるホテルとして、ご好評をいただいております。改装にあたり、
好評をいただいて
。改装にあたり、
。改装にあたり、その落ち着いた
落ち着いた雰囲気を活
を活
かしつつ随所に遊び心を加え
かし
随所に遊び心を加えたデザインに変更し、従来のお客さまに加え
随所に遊び心を加えたデザインに変更し、
従来のお客さまに加えて、
従来のお客さまに加え 、次世代の消費を担う国内外の若年層
次世代の消費を担う国内外の若年層
や、高い消費意欲を持つ
、高い消費意欲を持つ 40～50
40
代の国内女性層のお客さまなど、情報感度の高い方々にも
代の国内女性層のお客さまなど、情報感度の高い方々にも選んでいただけるホテル
選んでいただけるホテル
を目指します。
＜ プリンスグランドリゾート軽 井 沢 エリア内 ホテル概 要 ＞
ホテル

概要
ホテル70室、コテージ92棟
イースト

温浴・スパ施設あり

近年の改装実績
2015年7月コテージ

想定利用者層
ホテル

27棟リニューアル
2017年7月

…従来のシニア層夫婦に加え、
国内外の若年層及び女性

コテージ…三世代、ファミリー層

ホテル棟リニューアル

軽井沢プリンスホテル

ホテル188室、コテージ242棟 2015年12月
ウエスト 大規模宴会場、会議室あり

宴会場リニューアル

ホテル

…MICE参加者、国内外の
ビジネス、レジャー

コテージ…三世代、ファミリー層
ザ・プリンス 軽井沢

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢

ホテル100室

2012年7月全客室、

全室34㎡以上

ラウンジリニューアル

別荘型宿泊施設20棟

長期滞在を目的とした
2014年7月オープン

別荘とホテルサービスを融合
軽井沢 浅間プリンスホテル

国内外ラグジュアリー層、三世代

ホテル81室

2016年4月3F客室

ゴルフを中心としたおとな世代の

ゴルフ場に隣接

リニューアル

夫婦、カップル層

◎本件に関する報道各位からのお問合せ先は
株式会社プリンスホテル 軽井沢地区 マーケティング戦略
TEL：0267-42
TEL
42-8115

国内外ラグジュアリー層

FAX：0267
0267-42-8118

国際的リゾート軽井沢
国内有数の避暑地として古くから親しまれている軽井沢エリア。東京から新幹線で約 1 時間というアクセスの良さ
に加え、北陸新幹線の開業や、圏央道の開通など、近年さらにアクセスが向上し、日本国内のみならず、国外からも
注目を集めています。国際的な会議やスポーツ大会など、世界的なイベントの開催地にも選ばれ、世界的なリゾート
となるべく、進化を続けています。プリンスグランドリゾート軽井沢は、エリア内にタイプの異なる宿泊施設や 8 つの
ゴルフ場、1 つのスキー場のほか、結婚式場、ショッピングモールなど複合的な施設を持ち、お客さまの多様なニーズ
にお応えすべく、順次各施設のバリューアップを行っております。
軽井沢プリンスホテル イースト ホテル棟改装について
ホテル棟改装について
１．デザインテーマ
１．デザインテーマ
デザイナーにはホテルを始め、商業空間のデザインを数多く手がける橋本夕紀夫氏を起用。緑あふれる周辺の自然
との親和性を重んじながら、森の中でさまざまな体験をするかのように、遊び心があり新しい発見のあるホテルを目指
し、テーマを「NEO FOREST」としました。
2．客室（1
．客室（1 階～4
階～4 階

70 室）

ホテル客室および、1～4 階の廊下を新たなデザインにリニューアル。情報感度の高いお客さまへの訴求を強化する
べく、遊び心を加えたデザインに変更いたします。
3．ロビー（1
ロビー（1 階）
ロビーフロアも全面改装し、寛ぎのスペースを演出、ソファに座ったままチェックインが可能となります。
また、チェックイン時にはタブレットを導入し、機能性の向上を図ります。
4．レストラン（
．レストラン（１～2
１～2 階）
従来の「和食堂 信濃」、「メインダイニングルーム」の 2 店舗を改装し、和食には鉄板焼コーナーを新設、メインダイ
ニングルームは午前、午後のクローズタイムをなくし、オールデイダイニングとなります。またいずれのレストランにも個
室を新設します。
デザイナー橋本夕紀夫氏について
橋本夕紀夫デザインスタジオデザイナー。1962 年愛知県生まれ。ホテルを始め、飲食施設等
商業空間のデザインを数多く手掛けています。ホテルデザインとしては 2007 年ザ・ペニンシュラ東京、
2008 年ヒルトンニセコビレッジ、2012～3 年東京ベイヒルトンなどの実績があります。今回の改装では
軽井沢来訪の際の印象をもとにした「NEO FOREST」をテーマに、緑あふれる周辺環境との親和性
が高く遊び心にあふれたホテルデザインを目指します。
軽井沢プリンスホテル イースト 概要
美しく、静寂な軽井沢の森に佇み、客室から心を癒す森の情景をお楽しみいただけます。
軽井沢プリンスホテルスキー場、軽井沢・プリンスショッピングプラザと隣接した好立地も魅力です。
客室数／70 室、コテージ 92 棟(定員 508 名)、レストラン／洋食、和食、ラウンジ
1973 年 4 月 軽井沢プリンスホテルとして営業開始
2007 年 4 月 軽井沢プリンスホテル イーストへ名称変更
7 月 軽井沢プリンスホテル イーストリニューアルオープン
森のホットスプリング＆スパ新設
2012 年

フォレストホットスプリング リニューアル

2015 年

イーストエリアコテージ 27 棟リニューアル

プリンスグランドリゾート軽井沢
プリンスグランドリゾート軽井沢 施設概要
「プリンスグランドリゾート軽井沢」は、日本を代表するリゾート地「軽井沢」の駅前の好立地かつ緑豊かで広大なロケーションに多様な客室、
宴会場を備えた 4 つのプリンスホテル
つのプリンスホテル、さらに碓氷・軽井沢
、さらに碓氷・軽井沢 I.C.近くには「軽井沢
近くには「軽井沢 浅間プリンスホテル」のほか、同エリア内には
浅間プリンスホテル」 ほか、同エリア内には 8 つのゴル
フ場・スキー場・結婚式場・ショッピングモール
フ場・スキー場・結婚式場・ショッピングモールなど複合的な機能を持ち、多様なリゾートライフを提案しております。
結婚式場・ショッピングモールなど複合的な機能を持ち、多様なリゾートライフを提案しております。
軽井沢プリンスホテルスキー場

プリンス森のドッグヴィレッジ

軽井沢プリンスホテル イースト

ザ・プリンス 軽井沢
ザ・プリンス ヴィラ軽井沢

軽井沢駅

軽井沢プリンスホテル ウエスト

フォレスターナ軽井沢

軽井沢・プリンスショッピングプラザ

軽井沢 浅間プリンスホテル
軽井沢 72 ゴルフ

ホテル
ホテル概要
概要
■軽井沢プリンスホテル ウエスト
エリア最大の客室数と最大 2000 名収容の「メインバンケットホール長野」のほか多彩な宴会場、会議室と客室が隣接し、
宿泊を伴う MICE のご利用に最適なスペースです。
客室数/ツインルーム
客室数 ツインルーム 188 室、コテージ 242 棟、レストラン/洋食、和食、中華、ラウンジ
棟、レストラン 洋食、和食、中華、ラウンジ
■ザ・プリンス 軽井沢
建築家・清家清の設計で 1982 年開業。BCS
年開業。
賞（建築業協会賞）受賞。全客室から浅間山を望む。
ライブラリーカフェやバーなどを備え、静かに流れる時間をお楽しみいただけます。
客室数/100
客室数
室、レストラン
室、レストラン/フレンチ、ラウンジ、バー
フレンチ、ラウンジ、バー
■ザ・プリンス ヴィラ軽井沢
2014 年 7 月オープン。テラス付き、プライベートガーデン付き、露天風呂付きなど滞在利用目的別にご利用
オープン。テラス付き、プライベートガーデン付き、露天風呂付きなど滞在利用目的別にご利用
いただけます。また、ヴィラ内ではシェフがお部屋でお料理をする独自の「
いただけます。また、ヴィラ内ではシェフがお部屋でお料理をする独自の「My
My Chef」サービスも。
Chef」サービスも。
客室数/20
客室数
棟、レストラン
、レストラン/宿泊者専用ラウンジ
宿泊者専用ラウンジ
■軽井沢 浅間プリンスホテル
2016 年 4 月に 3 階客室をリニューアルし、上質さとシンプルさを兼ね備えた客室からは浅間山の山麓と軽井沢の
自然を眺めることができます。隣接するツーサム専用のゴルフ場
自然を眺めることができます。隣接するツーサム専用のゴルフ 場でおふたりだけのリゾートゴルフをお楽しみいただけます。
でおふたりだけのリゾートゴルフをお楽しみいただけます。
客室数/81
客室数
室、レストラン
室、レストラン/イタリアン、和食、バー、ラウンジ
イタリアン、和食、バー、ラウンジ

プリンスグランドリゾート軽井沢 過去 10 年の新設・リニューアル
2005 年

イーストコテージの一部をリニューアルし、「プリンス森のドッグヴィレッジ」営業開始

2007 年

軽井沢プリンスホテル イースト全館リニューアル、森のホットスプリング＆スパ営業開始

2008 年

ゲストハウスウエディング「フォレスターナ軽井沢」営業開始

2008 年

軽井沢・プリンスショッピングプラザ ニューイーストガーデンモールオープン

2010 年

軽井沢プリンスホテル ウエスト 客室リニューアル

2011 年

軽井沢 72 ゴルフリニューアル（北クラブハウスリニューアル、
ゴルフリニューアル（北クラブハウスリニューアル、GPS ナビ導入、西コース練習場・テラスレストラン新設）

2012 年

軽井沢プリンスホテル ウエスト宴会場リニューアル、ザ・プリンス
ウエスト宴会場リニューアル ザ・プリンス 軽井沢全客室リニューアル、ラウンジリニューアル
軽井沢全客室リニューアル、ラウ ンジリニューアル

2012 年

軽井沢プリンスホテルスキー場「
軽井沢プリンスホテルスキー場「Snow
Snow House」新設
House

2014 年

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢オープン、軽井沢
ヴィラ軽井沢オープン 軽井沢 72 ゴルフ 東コース クラブハウスオープン、
クラブハウスオープン
軽井沢・プリンスショッピングプラザ 第 7 期増床

2015 年

軽井沢プリンスホテル イーストコテージ 27 棟 リニューアル
リニューアル、軽井沢プリンスホテル
軽井沢プリンスホテル ウエスト 宴会場「千曲」リニューアル

2016 年

軽井沢 浅間プリンスホテル 3 階客室リニューアル

