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報道関係者各位 

2022 年 2 月 17 日 

 

軽井沢のストーリーを反映した新ライフスタイル・ブティックホテル 

「ホテルインディゴ軽井沢」が本日開業 

- オープニングセレモニーを実施 -  

 

 
 

IHG ホテルズ&リゾーツ（本社：英国、日本：東京都港区、日本国内運営会社、IHG・ANA・ホテルズ

グループジャパン合同会社、CEO：アビジェイ・サンディリア）と、東京センチュリー株式会社（本

社：東京都千代田区、代表取締役社長：野上誠）は、ライフスタイル・ブティックホテル、HOTEL 

INDIGO（ホテルインディゴ）ブランドの国内 2 軒目となる「ホテルインディゴ軽井沢」を、本日 2 月

17 日（木）に開業いたしました。 

 

IHG ホテルズ＆リゾーツが展開するホテルインディゴは、その土地ならではの文化や歴史を取り入れ

た特別なネイバフッドストーリーを提供するライフスタイル・ブティックホテルで、ホテルインディ

ゴ軽井沢では、浅間山の雄大な自然と文化や芸術が満ち溢れた軽井沢を舞台に、軽井沢ならではのス

トーリーをサービスの細部にまで表現し、宿泊者のあこがれと好奇心を満たす豊かな別荘時間を提供

してまいります。 
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本日のオープニングセレモニーには、ホテルオーナーである東京センチュリー株式会社 執行役員副社

長の中居陽一郎をはじめ IHG・ANA・ホテルズグループジャパン COO (最高執行責任者)の清田甚、ホテ

ルインディゴ軽井沢 総支配人の原めぐみ、軽井沢観光協会 会長の土屋芳春氏、 軽井沢町商工会 会長

の中里順一氏、軽井沢旅館組合 組合長の鈴木健夫氏が参加し、開業を記念したテープカットが執り行

われました。また、軽井沢町長の藤巻進氏、及び事業関係者からのホテルインディゴ軽井沢の開業を

祝うメッセージが紹介されました。 

 

■ 軽井沢町長、藤巻進 氏 

「『日本を代表する国際リゾート地』軽井沢に、ホテルインディゴ軽井沢という新たな宿泊施設が誕

生したことを心よりお慶び申し上げます。明治 19 年にカナダ生まれの英国聖公会の宣教師アレキサ

ンダー・クロフト・ショーによって避暑地として内外に紹介され、価値を見出された軽井沢は、多く

の方に親しまれ、また人々の心のオアシスとして、独自の文化や歴史を紡いできました。働き方やラ

イフスタイルへの価値観が変化しつつある今、自然の美しさや文化に刺激される体験の需要は伸び続

けていると実感しています。この度、その土地ならではの歴史や文化、自然といったストーリーを重

んじるホテルインディゴを軽井沢に迎えることで、この土地の魅力を皆さまに改めて体感いただける

のではないかと期待しています。」 

 

■ IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO、アビジェイ・サンディリア 

「本日、日本で 2 軒目のホテルインディゴ軽井沢が開業となり、大変嬉しく思います。そして東京セ

ンチュリー株式会社との協業 2 軒目のホテルとして共に作り上げていけることに感謝申し上げます。 

IHG は現在、日本で過去最大の成長期を迎えており、ホテルインディゴブランドも大きく成長するも

のと期待しています。歴史、文化、建築、食など豊かなコンテンツが各地にあふれる日本には本ブラ

ンドを導入する大きなチャンスがあると捉えています。国内外の旅行者にグローバルブランドの快適

性とアメニティを備えた、真のローカルな体験を提供します。」 

 

■ 東京センチュリー株式会社 執行役員副社長、中居 陽一郎 

「コロナ禍の状況下、ホテルインディゴ軽井沢は当初予定よりも早く開業できる運びになりました。

これは、本ホテルの開業に多大なるご理解・ご支援をいただいた軽井沢町をはじめとする自治体の皆

様、感染症対策を徹底し、高原リゾートとして名高い軽井沢の地にふさわしい本ホテルの建設を進め

ていただいた北野建設・INA 新建築研究所他工事関係者の皆様、グローバルなホテル運営ノウハウに

基づき組織一体となって開業準備を進めていただいた IHG の皆様のお力添えのおかげであり、御礼を

申し上げたいと思います。本ホテルの開発にあたっては、ロビーやレストランなどの共用部棟を中心

に長野県産唐松を使用した木造建築とし、CO2削減や地域経済に貢献できる事業推進に努めてきまし

た。本ホテルの経営においても、ホテル従業員の雇用創出やダイニングでの新鮮な地元食材の活用等

により軽井沢地域の更なる発展に貢献してまいりたいと考えます。ホテルにお越しいただくお客様を
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はじめ、軽井沢の地元の皆様、ホテルで働く従業員にもご満足いただくことを願って、当社は企業努

力を継続していきたいと思っています。」 

 

軽井沢駅から約 2.5km のエリアに位置し、モダンな魅力とローカルデザインを備え、東洋と西洋が出

会う軽井沢の真のスピリットを見事に捉えたホテルインディゴ軽井沢は、3 棟からなる全 155 室の客

室と、地元の素材を取り入れた料理を提供するオールデイダイニングの薪火イタリアン

「KAGARIBI」、3 つのトリートメントルームとフィットネスを完備する「ザ・スパ by HARNN」を有し

ています。さらにビジネスの各種イベントでご利用いただけるスペースも有しており、余暇とビジネ

ス双方の需要にお応えします。  

ホテルの詳細や宿泊プランについては、下記よりご覧ください。 

https://www.anaihghotels.co.jp/search/hok/in-kruiz/ 

 

 

 

 

■ホテル概要 

・名称： ホテルインディゴ軽井沢 

  Facebook  :  https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/ 

  Instagram :  https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/ 

  Twitter  :  https://twitter.com/HotelIndigoKrzw 

・総支配人： 原めぐみ 

・開業日： 2022 年 2 月 17 日（木） 

・所在地： 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添 18 番地 39    

・電話番号： 0267-42-1100 

・アクセス：  

 （電車・バス）JR 北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より 2.5km、所要時間車で約 5 分 

        軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車         

後、徒歩約 5 分 

 （車） 上信越自動車道「碓氷軽井沢 IC」より南軽井沢方面へ 9.5km、約 17 分 

     ※ 冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。 

https://www.anaihghotels.co.jp/search/hok/in-kruiz/
https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/
https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/
https://twitter.com/HotelIndigoKrzw
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・客室数： 全 155 室（スタンダードルーム 147 室、スイートルーム 8 室） 

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102 席（内テラス 16 席） 

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120 平米 

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ 

・スパ： ザ・スパ by HARNN 

・ご 予 約： 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター） 

        reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com 

 

ホテルインディゴ®について： 

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイル・ブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカ

ルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出され

たクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフ

ッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイト www.hotelindigo.com その他 SNS サイト

www.facebook.com/Hotel.Indigo, www.twitter.com/hotelindigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。   

 

IHG ホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて： 

IHG ホテルズ& リゾーツ  [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good を提供するグローバルホスピタリティーカンパニ

ーです。 

 

下記の 17 ホテルブランドを展開し、世界 100 ヶ国以上に 6,000 以上のホテルを有し、約 1,800 軒のホテルが開発中となっています。また、

IHG リワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。 

 

• ラグジュアリー &ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ,  

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション キンプトン ホテルズ&レストランツ  キンプトン ホテル

ズ&レストランツ, ホテル インディゴ 

• プレミアム: HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ, voco ホテルズ   

• エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス,avid ホテルズ 

• スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ,  ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ 

  

InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中の IHG の

ホテルとコーポレートオフィスには、約 350,000 人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。  

 

http://www.hotelindigo.com/
http://www.facebook.com/Hotel.Indigo
http://www.twitter.com/hotelindigo
http://www.instagram.com/hotelindigo
https://www.ihgplc.com/en/about-us
http://www.ihg.com/rewardsclub/gb/en/home
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
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日本国内では、2006 年 12 月に、IHG と ANA の業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設

立。2022 年 2 月現在、6 ブランド（インターコンチネンタル、キンプトン、ANA クラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾ

ート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ）、42 ホテル、約 10,000 室超を展開しています。 

 

今後も ANA インターコンチネンタル安比高原リゾート、ホテルインディゴ犬山有楽苑、インターコンチネンタル沖縄美ら SUN リゾート、

リージェント京都の開業を予定しており、日本においても IHG ホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けして

まいります。 

 

IHG グローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation 

IHG リワーズサイト：https://www.ihg.com/rewardsclub/content/jp/ja/home 

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: https://www.anaihghotels.co.jp/ 

IHG ニュースルームサイト:  https://www.ihgplc.com/en/news-and-media 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ホテルインディゴ軽井沢 広報事務局（ウェーバー・シャンドウィック内）  

担当：宮島・新井・西村 

Tel: 070-2814-5530（宮島）090-7821-0297（新井）080-8751-8012（西村） 

E-mail: indigokaruizawa-pr@webershandwick.com 

https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.ihg.com/rewardsclub/content/jp/ja/home
https://www.anaihghotels.co.jp/
https://www.ihgplc.com/en/news-and-media
mailto:indigokaruizawa-pr@webershandwick.com

