
 

 

 

              2017 年 7 月 7 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 

ホテル棟全客室、ロビー、レストラン 

2017 年 7 月 12 日（水）リニューアルオープン 
 

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、軽井沢プリンスホテル 

イースト（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町 総支配人：泉水誠之）のホテル棟全客室 70 室（1～4 階）、ロビー、およ

びレストラン 2 店舗の改装を実施し、2017 年 7 月 12 日（水）にリニューアルオープンいたします。 
 

軽井沢駅の南側に広がる「プリンスグランドリゾート軽井沢」は、ホテル、ゴルフ場、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。エリア内のホテルは規模やコンセプトが

それぞれ異なり、観光、スポーツ、長期滞在、MICE など、目的に合わせたホテルの選択が可能です。 

また、ゾーニングを明確化するためのバリューアップを順次実施し、「世界から選ばれるプリンスグランドリゾート軽井沢」

となるべく進化を続けています。 
 

軽井沢プリンスホテル イーストのホテル棟は 70 室の客室と、レストラン、温泉施設を有します。 

また、軽井沢・プリンスショッピングプラザと軽井沢プリンスホテルスキー場に隣接し、木々に囲まれた落ち着いた空間

で、上質なリラクゼーションの時間を体験できるホテルとして、ご好評をいただいてまいりました。 

このたびの改装ではこのホテル周辺を「ライフスタイルゾーン」と位置づけ、お客さまのライフサイクルに関わるリゾート

の新しい楽しみ方を提案してまいります。森に包まれた心癒される環境を活かしつつ、随所に遊び心のあるデザイン性

の高いホテルに生まれ変わることで、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や、高い消費意欲

を持つ 40～50 代の国内女性層のお客さまなど、情報感度が高く、旅をライフスタイルの重要な要素のひとつとして楽し

む方々に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 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要 近年の改装実績 想定利用者層

ホテル70室、コテージ92棟 2015年7月コテージ27棟 ホテル  …従来のシニア層夫婦に加え、

温泉・スパ施設あり リニューアル 　   若年層及び40～50代女性

2017年7月 コテージ…三世代、ファミリー層

ホテル棟リニューアル

ホテル188室、コテージ242棟 2015年12月 ホテル  …MICE参加者、国内外の

大規模宴会場、会議室あり 宴会場リニューアル 　　　　　ビジネス、レジャー

コテージ…三世代、ファミリー層

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

別荘とホテルサービスを融合 国内外ラグジュアリー層、三世代

ホテル81室 2016年4月 ゴルフを中心としたおとな世代の

ゴルフ場に隣接 3F客室リニューアル 夫婦、カップル層

国内外ラグジュアリー層

2014年7月オープン

ホテル

軽井沢プリンスホテル

ウエスト

ザ・プリンス 軽井沢

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢

軽井沢 浅間プリンスホテル

イースト

◎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：0267-42-8115  FAX：0267-42-8118 



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。ホテルをはじめ、飲食施設など 

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、2012～2013 年東京ベイヒルトンなどの実績があります。 

 

軽井沢プリンスホテル イースト改装概要 

建築デザインを手がけた橋本夕紀夫氏により、「NEO FOREST」を建築コンセプトに、壁紙や絨毯などに「ミナ ペ

ルホネン(※)」によるパターンを採り入れるなど、デザイン性が高く、ワクワクする遊び心あふれるホテルに

生まれ変わりました。 

※1995 年に設立。生地からデザインを手がけるファッションブランド。 

■客室 

壁紙・絨毯は木や葉、鳥をモチーフにしたデザインにより森の持つ優しさや楽しさを表現しています。 

カーテン、クッションなども「ミナ ペルホネン」の自然をモチーフにしたパターンです。 

客室に続く廊下には森へ続く小道をイメージして丸太をモチーフにした照明が配されています。 

開業時からご好評をいただいている大きなピクチャーウインドウ（幅 3,500mm×高さ 1,130mm）から望む敷地内

の自然や山々と一体となり、よりお寛ぎいただける空間となります。 

ベッドはフォレストツイン、フォレストコーナーツインはシモンズ社製でデラックスツインルームとスーペリ

アツインルームはスランバーランド社製です。 

  

 ＜部屋タイプ・料金＞       

 タイプ 部屋数 料   金 客室面積 収容人数 

ツインルーム 

デラックスツイン 2 室（4 階） \130,680 42 ㎡ 最大 2 名 

スーペリアツイン 8 室（4 階） \104,544 32 ㎡ 最大 2 名 

フォレストコーナーツイン 4 室（1～3 階） \118,800 42 ㎡ 最大 4 名 

フォレストツイン 55 室（1～4 階） \96,228 32 ㎡ 最大 3 名 

アクセシブルルーム 1 室（1 階） ￥104,544 42 ㎡ 最大 2 名 

  ※料金には 2 名さま 1 室ご利用時の室料・消費税・サービス料が含まれております。  

■ロビー 

フロントデスクはロビー中央に配置するアイランド形式となります。「ゲストラウンジ SAKURA」はご宿泊者さ

ま専用ラウンジとして 24 時間ソフトドリンクを無料で提供し、交流と出会いの場としてご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

■宿泊者特典 

隣接する温泉施設「フォレスト ホット スプリング」（営業時間：7:00A.M.～11:00P.M.）と併設する「フィットネスルーム」

（営業時間：24 時間）を無料でご利用いただけます。専用のスパウェアもご用意しています。 

デラックスツインルーム、スーペリアツインルームにはコーヒーミルが設置されており、ターンダウンサービスを行うほか、

宿泊のお客さまはレンタサイクル（春～秋）や軽井沢プリンスホテル スキー場観光リフト（冬季）が無料となります。 

※フォレスト ホット スプリングのご利用には別途入湯税がかかります。 

 

ロビー フォレストツインルーム 



■レストラン 

「All Day Dining Karuizawa Grill」店内のアールを描くバーカウンターは、ロビーから続く円形の意匠や天

井のオブジェとの一体感により優しい印象でお客さまをお迎えします。 

「すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風」はパーテーションや床のデザインに杉の葉をモチーフにした日本の古典

的なパターンを採り入れ、客室同様、店内にも窓外の森が入り込んだような空間となります。 

いずれのレストランにも個室を新設し、グループでのご利用にも対応いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「All Day Dining Karuizawa Grill」 

【営業時間】6:30A.M.～11:00P.M.(10:30P.M.ラストオーダー）※朝食営業時間は季節により変更がございます。 

朝食からバータイムまでご利用いただけるオープンキッチンスタイルのオールデイダイニング。店内にはバー

カウンターも設けました。 

メニューは、選んでシェアして楽しい小皿料理やココット料理、グリル料理が並びます。グリルメニューをグ

ループでにぎやかに、バーカウンターでお酒とともにおひとりでなど、お客さまのニーズに合わせて多様にご

利用いただけます。 

＜メニュー一例＞ 

信州産白あわび茸とはなびら茸のりんご酢マリネ ￥750   信州サーモンのサラダピザ(窯焼き) ￥2,000 

信州米豚と白いんげん豆のポトフ(窯焼きココット)￥1,700 信州ハーブ鶏 もも肉 (グリル料理)￥1,900            

信州産ブルーベリーのダッチベイビー  ￥1,200 ドリンク各種￥600～ 

 

 

 

「すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風」 

【営業時間】11:30A.M.～3:00P.M.(2:30P.M.ラストオーダー)/5:00P.M.～9:00P.M.（8:30P.M.ラストオーダー） 

信州プレミアム牛肉、信州産米豚ロースなど信州産素材にこだわったすき焼き、しゃぶしゃぶのほか、「鉄板焼 

森」ではシェフが目の前で調理するメニューをお楽しみいただけます。 

＜メニュー一例＞しゃぶしゃぶ・すき焼きコース ￥3,800～ 炙り牛肉ひつまぶし御膳(昼食メニュー)￥3,500    

        鉄板焼き￥14,000～ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

All Day Dining Karuizawa Grill 店内 すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風 

プリフィクスディナーコース 選んで楽しい小皿料理 窯焼きココット 

すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風 すき焼きイメージ 爽風 個室



すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風 

炙り牛肉ひつまぶし御膳 
￥3,500 

自家製豆腐/牛肉しぐれ煮/ 

炙り牛肉ひつまぶし/お茶漬け用ビーフスープ/薬味 

味噌汁 香の物/水菓子 

ジューシーな牛肉の炙り焼きのひつまぶし。スタッフが試行錯誤をかさねてつくったビーフスープがベスト

マッチです。 

 

“森のピザ” 
￥2,200 

 

天然酵母で仕込んだピザ生地を窯で焼き上げます。 

きのこ、アボカド、ベーコンなどをのせてジェノバソースでまとめたピザ。 

アクティブレディのための秋の特別スパプログラム＆宿泊 

  VALMONT 秋の美白ケアご宿泊プラン 
2017 年 9 月 1 日（金）～11 月 30 日（木） 

1 名さま￥36,000 より（2 名さま 1 室ご利用時） 

＊料金には 1 泊室料、朝食、SPA THE FOREST のスパトリートメント 60 分、 

サービス料、消費税が含まれております。 

色づく秋の木々に包まれて、軽井沢ならではの癒しのひとときを。 

紫外線ダメージを受けた夏の肌を透明感のある素肌に修復します。 

ライフスタイルを提案する商品 

＜食べる＞ 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

All Day Dining Karuizawa Grill 

                                   

 

 

 

 

 

＜泊まる＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜体験する＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レストランメニューの料金には消費税が含まれております。別途サービス料 10%を加算させていただきます。 

◎お客さまからのご予約・お問合せは 

 【レストラン】  軽井沢プリンスホテル イースト TEL.0267-42-1111 

 【ご宿泊】    軽井沢プリンスホテル 宿泊予約係 TEL.0267-42-1111 

 【朝ヨガ】    軽井沢プリンスホテルスキー場（アミーチアドベンチャー） TEL.0267-41-0623 

浅間山に向かって、深呼吸 

天空朝ヨガ 
1 名さま￥5,000 

＊料金にはレッスン代、往復のリフト乗車券代、消費税が含まれて 

おります。 

＊8 月の開催は 6 日(日)～27 日（日）の日曜日と特定日です。 

軽井沢プリンスホテルスキー場の山頂で体験する朝ヨガ。自然豊かな山の風景と、軽井沢の朝の 

澄んだ空気を満喫してください。 



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、さらに碓氷・軽井沢 I.C.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 8 つのゴルフ場・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル概要 
 

■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 188 室、コテージ 242 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 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 室、レストラン/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 Chef」サービスも。 
客室数/20 棟、レストラン/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 室、レストラン/イタリアン、和食、バー、ラウンジ 
 
 

軽井沢駅 

 ザ・プリンスヴィラ軽井沢

 軽井沢プリンスホテルイースト

ザ・プリンス軽井沢

フォレスターナ軽井沢 
軽井沢プリンスホテルウエスト

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 



 

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、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 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「Snow House」新設 
2014 年 ザ・プリンス 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、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、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 
2017 年 軽井沢プリンスホテル イースト 全客室、ロビー、レストランリニューアル 


