
◎本件に関する報道各位からのお問合せ
軽井沢プリンスホテル マーケティング戦略
TEL：0267-42-8115   FAX：0267-42-8118
http://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/

2017 年 6 月 

プリンスグランドリゾート軽井沢(所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：泉水誠之)の各施設では、今夏、

コト消費需要の増加の傾向を受けて、シニアやファミリー、カップルなど各世代に合わせた、軽井沢ならではの

体験型プランをご用意し、避暑地での思い出作りをご提案いたします。

「健やかに」「美味しく」「アクティブに」をキーワードに、夏の軽井沢での避暑地静養の魅力や、信州の夏の食

材の美味しさ、世代を超えて楽しめる自然体験アクティビティーの魅力をプランにし、美しい夏休みのシーンを

ご提案いたします。さらに、今年 7月 12 日(水)には、軽井沢プリンスホテル イーストがリニューアルし、より

充実した施設となるほか、親子で楽しめる森のナイトアドベンチャーや軽井沢プリンスホテルスキー場の観光リ

フトでの自然散策、山頂でのウエディングフォト撮影など、軽井沢の自然を体感いただけるプランもご用意いた

します。

毎年、7～8月の夏休みシーズンにかけて、軽井沢には全国各地より観光客の方が集まります。軽井沢町は標高約

1,000ｍに位置する国内でも人気の夏の高原リゾートです。また、今年 7月 1日(土)～9月 30 日(土)には「信州

デスティネーションキャンペーン」が実施されるなど、この夏、長野県旅行への注目が期待されます。 

プリンスグランドリゾート軽井沢 

2017 年夏、避暑地・軽井沢で 

「健やかに」「美味しく」「アクティブに」過ごす 

夏のプランを販売 

◎「健やかに」を提案するプラン

・体験プラン 宿泊者限定 早朝森林ウォーキング(軽井沢プリンスホテル イースト)

・宿泊プラン スパトリートメント付き宿泊プラン(軽井沢プリンスホテル イースト)

・宿泊プラン 【1日 1組限定】心育むキッズシェフ宿泊プラン(ザ・プリンス ヴィラ軽井沢)

◎「美味しく」を提案するプラン

・イ ベ ン ト 食も！鉄道も！信州「旅」ブッフェ(軽井沢プリンスホテル ウエスト)

・宿泊プラン 信州夏の朝ごはん付き宿泊プラン(軽井沢プリンスホテル ウエスト)

◎「アクティブに」を提案するプラン

・体験プラン 観光リフトと四輪バギー(軽井沢プリンスホテルスキー場)

・体験プラン 親子でナイトアドベンチャー(ネイチャーキッズ森の家)

・体験プラン 夏山ウエディングフォトプラン(フォレスターナ軽井沢)

・宿泊プラン ふたりで楽しむゴルフ＆ステイプラン(軽井沢 浅間プリンスホテル)

・体験プラン ファミリーで楽しむゴルフプラン(晴山ゴルフ場)

・体験プラン 18 ホール パターコースプレー(軽井沢ゴルフ練習場)

早朝森林ウォーキングイメージ 信州夏の朝ごはん付き宿泊プランイメージ 観光リフトイメージ



宿泊プラン ザ・プリンス ヴィラ軽井沢  
【1 日 1 組限定】心育むキッズシェフ宿泊プラン 

ホテル敷地内の畑で野菜収穫や、収穫した野菜を使ってシェフと一緒にお部屋で調理体験、ホテルサービス

スタッフと一緒にテーブルセットなどの体験ができます。キッズシェフが家族をおもてなしする、夏休みの

体験プログラムと宿泊がセットになったプランです。 
 

【期 間】2017 年 7 月 21 日(金)～8月 31 日(木) ※除外日あり 

【料 金】1名さま￥57,640 より(6 名さま 1室ご利用時) 

【内 容】１泊室料、夕食、キッズシェフ体験 

ラウンジ利用(朝食ブッフェを含む)、 

【部屋タイプ】ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 メゾネットタイプ 

【キッズシェフ体験対象】7～12 才のお子さま 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-1113 
 ご宿泊日当日の体験スケジュール 

4:00P.M.～ 野菜の収穫(シェフと一緒に畑で野菜を収穫) 

5:00P.M.～ ザ・プリンス ヴィラ軽井沢で調理準備・調理・盛り付け体験 

＜調理メニュー例＞ 

ステーキをのせた野菜カレー 

レタスのミックスサラダ 

フルーツのノンアルコールカクテル 

7:00P.M.～ お食事(ドリンクの提供体験など) 

※料金には消費税、サービス料が含まれています。 

※ご予約は７日前まで、キッズシェフ体験はご宿泊日当日とさせていただきます。 

 

宿泊プラン 軽井沢プリンスホテル イースト 

リニューアルオープン記念 スパトリートメント付き宿泊プラン 

避暑地 軽井沢の深緑に囲まれながら、夏の滞在中に心も体もリラックス。SPA THE FOREST PRINCE のスパト

リートメントが付いたプランです。スパに併設する FOREST HOT-SPRING もご利用いただけます。 
 

【期 間】2017 年 7 月 12 日(水)～2018 年 3 月 31 日(土)まで 

【夏期除外日】2017 年 7 月 15 日(土)～17 日(月・祝)、8月 1日(火)～26 日(土) 

     ※9 月以降の除外日についてはお問合せください。 

【料 金】1名さま￥36,000 より(2 名さま 1室ご利用時) 

【内 容】1泊室料、朝食、スパトリートメント 70 分、 

ポマンダープレゼント 

【部屋タイプ】軽井沢プリンスホテル イースト フォレストツインルーム 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-1111 

※料金には消費税、サービス料が含まれております。 

 別途、入湯税 150 円を頂戴いたします。 

◎「健やかに」を提案するプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

体験プラン 軽井沢プリンスホテル イースト 

宿泊者限定 早朝森林ウォーキング  

2017 年 7 月 12 日(水)にリニューアルオープンする軽井沢プリンスホテル 

イースト宿泊者さま限定のご予約制体験プランです。 

ホテル敷地内を巡るガイド付きウォーキングツアーで野鳥の囀りと 

ともに爽やかな 1日をスタートできます。 
 

【期 間】2017 年 7 月 13 日(木)～8月 31 日(木)の火、水、木曜日 

【時 間】6:00A.M.～6:45A.M. 

【対 象】軽井沢プリンスホテル イーストにご宿泊のお客さま 

【料 金】1名さま￥1,500 (定員 20 名さま、最小催行人数 2名さま) 

【場 所】軽井沢プリンスホテル敷地内 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-8114(ネイチャーキッズ森の家) 

※天候により中止とさせていただく場合がございます。 
早朝森林ウォーキングイメージ

スパトリートメントイメージ

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 メゾネット(2 階建てタイプ) 

野菜の収穫体験イメージ



◎「美味しく」を提案するプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

◎「アクティブに」を提案するプラン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント  軽井沢プリンスホテル ウエスト 

食も！鉄道も！信州「旅」ブッフェ 

信州食材を使用したメニューをホテルブッフェでお楽しみいただけます。 

会場には鉄道にちなんだ展示もございます。 
 

【期 間】2017 年 8 月 5日(土)～17 日(木)  

【時 間】2部制:1 部 5:30P.M より/2 部 7:00P.M.より 

【料 金】おとな￥7,000、7～12 才￥3,800、4～6 才￥1,500 

【場 所】軽井沢プリンスホテル ウエスト 国際会議場「浅間」 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-1111 

※料金には消費税が含まれております。 

メニュ

ー例 

【洋食】紅茶の香る信州産豚ロースの低温調理・信州サーモンの自家製マリネ 

信州産野菜のスティック リンゴ味噌マヨネーズ・スイカのガスパチョ 

【中華】信州産ハーブ鶏とトマトのユーリンソース 

【和食】米豚と野菜の冷しゃぶ・信州サーモンと福味鶏味噌焼き 

【スイーツ】 信州ブルーベリーとレアチーズムース・マンゴームース 信州産杏添え 

布引イチゴのムース 

信州「旅」ブッフェ 料理イメージ 

宿泊プラン 軽井沢プリンスホテル ウエスト 

信州夏の朝ごはん付き宿泊プラン 

信州産や夏の食材にこだわったメニューを朝食でお楽しみください。 

2017 年 5 月に新しくなった、軽井沢プリンスホテル ベーカリーの 

ホテルメイドパンもお召しあがりいただけます。 
 

【期 間】2017 年 8 月 27 日(日)まで  

【料 金】1名さま￥11,077 より(4 名用コテージ 4名 1室ご利用時) 

【内 容】1泊室料、朝食、エンジョイチケット 1枚 

【部屋タイプ】軽井沢プリンスホテル ウエストコテージ 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-1111 

※料金には消費税、サービス料が含まれております。 

※ウエスト コテージには 4名用、6名用、8名用コテージがございます。 

※ご朝食は軽井沢プリンスホテル ウエスト館内のレストランまたは宴会場でのご提供となります。 

信州夏の朝ごはんメニューイメージ 

体験プラン 軽井沢プリンスホテルスキー場 

観光リフト 

爽快感たっぷりの観光リフトで信州の自然を満喫できます。 

標高約 1,155ｍから見渡す浅間山や軽井沢の町並みをお楽しみください。 
 

【期 間】2017 年 7 月 15 日(土)～8月 31 日(木) 

【時 間】8:00A.M.～4:00P.M. 

(上り最終乗車 3:30P.M./下り最終乗車 4:00P.M.) 
 

体験プラン 星空観光リフト 

期間限定で観光リフトのナイター営業を実施します。 

涼やかな空気を感じながら、星空散策をお楽しみいただけます。 
 

【期 間】2017 年 8 月 11 日(金・祝)～16 日(水) 

【時 間】5:30P.M.～8:00P.M. 

(上り最終乗車 7:30P.M./下り最終乗車 8:00P.M.) 

●共通情報 

【料 金】<往復>1 名さま おとな￥1,800、小学生￥1,000、4 才以上の未就学児￥500 

     <片道>1 名さま おとな￥1,000、小学生￥600、4 才以上の未就学児￥300 

【場 所】軽井沢プリンスホテルスキー場 イースト高速リフト 

【お問合せ】TEL:0267-42-5588(軽井沢プリンスホテルスキー場) 

※料金には消費税が含まれております。 

※星空観光リフト(ナイター営業 )は往復のみの運行となります。 

観光リフトイメージ 



体験プラン 軽井沢プリンスホテルスキー場×フォレスターナ軽井沢 

夏山ウエディングフォトプラン 

リフトでの空中散歩時の撮影や、山頂でのロケーションフォト撮影 

では浅間山と一緒にウエディングフォトを残すことができます。 
 

【期 間】2017 年 7 月 15 日(土)～8月 31 日(木) 

【時 間】8:00A.M.～4:00P.M. 

(上り最終乗車 3:30P.M./下り最終乗車 4:00P.M.) 

【料 金】￥293,000 

【内 容】ウエディングドレス・タキシードレンタル、美容着付け 

介添料、スナップ写真撮影(約 100 カット、データ付き) 

大判記念写真(六切 1ポーズ 2枚)、チャペル会場使用料 

【場 所】軽井沢プリンスホテルスキー場、フォレスターナ軽井沢 

【ご予約・お問合せ】TEL:0120-43-5011(フォレスターナ軽井沢 ウエディングサロン/火曜定休) 

※料金には消費税が含まれております。 

※別途、リフト乗車代(おとな１名さま 往復￥1,500)を頂戴いたします。 

※天候により撮影場所は変更になる場合がございます。 

ウエディングフォト撮影イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験プラン ネイチャーキッズ森の家 

親子でナイトアドベンチャー (ご予約制)  

カブトムシが暮らす森で小さな明かりだけを頼りに探検しながら 

夜行性生物の生態を親子で学べるアクティビティーです。 
 

【期 間】2017 年 7 月 8日(土)～8月 25 日(金) 

【時 間】7:30P.M.～9:00P.M.(約 1.5 時間) 

【対 象】4才～おとなまで(原則保護者同伴) 

【料 金】親子 1組 2名さま￥6,000、1 名追加につき￥2,000 

【場 所】軽井沢プリンスホテル敷地内 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-8114(ネイチャーキッズ森の家) 

※料金には体験料、傷害保険料、材料費、消費税が含まれています。 

※参加されたお子さまおひとりにつき、1匹カブトムシのおみやげが付きます。 

親子でナイトアドベンチャー体験イメージ 

体験プラン 軽井沢プリンスホテルスキー場 

四輪バギー（ご予約制） 

四輪バギーで軽井沢の山を駆け巡る、おとなもお子さまも楽しめるアクティビティーです。 
 

【期 間】2017 年 7 月 15 日(土)～8月 31 日(木) 

【時 間】9:00A.M.～5:00P.M. 

【料 金】ショートコース(約 10 分) 1 台 ￥3,500 

ミドルコース(約 20 分)  1 台 ￥6,500 

ロングコース(約 30 分)  1 台 ￥9,500 

【場 所】軽井沢プリンスホテルスキー場 

【お問合せ】TEL:0267-42-1202(軽井沢プリンスホテルスキー場) 

※四輪バギーの運転には普通自動車運転免許証が必要です。 

  運転免許証の不要なジュニアバギーもご用意しています。 四輪バギーイメージ 



 
宿泊プラン 軽井沢 浅間プリンスホテル 

ふたりで楽しむゴルフ＆ステイプラン 

大切な人とふたりでゴルフを楽しめる軽井沢 浅間ゴルフコースでのツーサム専用コースでのラウンドと 

軽井沢 浅間プリンスホテルでの滞在がセットになった宿泊プランです。 
 

【期 間】2017 年 11 月 25 日(土)まで 

【料 金】1名さま￥22,800 より(2 名さま 1室ご利用時・8月) 

【内 容】1泊室料、朝食、軽井沢 浅間ゴルフコース 1プレー 

     (グリーンフィー・乗用ゴルフカーフィー・諸経費・利用税) 

【部屋タイプ】軽井沢 浅間プリンスホテル ツインルーム 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-48-0001 (軽井沢 浅間プリンスホテル) 

※料金には消費税、サービス料が含まれております。  

※別途、補償料 1名さま\35 を頂戴します。 軽井沢 浅間ゴルフコース ラウンドイメージ

体験プラン 晴山ゴルフ場  

ファミリーで楽しむゴルフプラン 

コースがフラットで初心者の方もお楽しみいただける晴山ゴルフ場 

ではジュニア料金をご用意しています。 

親子で一緒に手引きカートでラウンドができるのでお子さまの 

夏休みのゴルフデビューにおすすめです。 
 

【期 間】2017 年 11 月 26 日(日)まで 

【料 金】ジュニア料金 18 ホール ￥3,165、9 ホール ￥2,165 

【対 象】18 歳未満のお子さま 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-8611 (晴山ゴルフ場) 
※料金には消費税・サービス料が含まれます。別途、補償料 1名さま\35 を頂戴します。 

※お子さま 1 名さまにおとな 1名さまの同伴が必要です。 

※同伴のおとなは通常料金でのラウンドとなります。おとな料金はお問合せください。 

晴山ゴルフ場 手引きカートイメージ

体験プラン 軽井沢ゴルフ練習場 

18 ホールパターコース 

グループやファミリーで気軽にゴルフをお楽しみいただけます。 

 

【期 間】2017 年 7 月 15 日(土)～8月 27 日(日)  
【時 間】8:00A.M.～3:00P.M. 

【料 金】平    日 ￥1,600/プリンスホテル宿泊者 ￥1,300 

       土・休日 ￥2,100/プリンスホテル宿泊者 ￥1,800 

【内 容】1名さま 18 ホールプレーフィー 

パター1本・ボールレンタル 

【ご予約・お問合せ】TEL: 0267-44-6672(軽井沢ゴルフ練習場) 
※料金には維持費、消費税が含まれています。 

※プレーヤー以外の方はコース内にご入場いただけません。 

軽井沢ゴルフ練習場

※仕入れの状況により、食材・メニュー等に変更がある場合がございます。 

※食材によるアレルギーなどがございましたらあらかじめ係へお申し付けください。 

※天候等により各施設の営業内容が変更になる場合がございます。 


