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報道関係各位 

2022年7月8日 ホテルインディゴ軽井沢 

爽やかな夏の軽井沢を満喫するアウトドアプランが登場 
－期間限定「KAGARIBIプレミアムBBQ」・「ASA YOGA」・「KAGARIBIブレックファストBOX」・「レ

ンタサイクル」の販売を開始－ 

 

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽

井沢（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39、総支配人：原めぐみ）は、避暑

地・軽井沢の夏を満喫するアウトドアプランとして、オールデイダイニング「KAGARIBI」が手掛ける

期間限定の「KAGARIBIプレミアムBBQ」と、毎週日曜の朝7時からホテルのフォレストガーデンの芝生

の上でヨガを行う「ASA YOGA」の販売を開始いたします。また、お好きな場所で朝食を楽しめる  

「KAGARIBIブレックファストBOX」、ネイバーフッド（周辺）探索に適している「レンタサイクル」

など、宿泊者向けのサービスを始めました。 

■BBQプラン ー夏季限定「KAGARIBIプレミアムBBQ」 

自然がもたらす豊富な食材を薪火で仕上げるイタ

リアンオールデイダイニング「KAGARIBI」では、

2階のテラス席にて、「KAGARIBIプレミアムBBQ」

を期間限定で、週末・祝日に提供いたします。 
 

メニューは、新鮮な地野菜を使った「軽井沢コス

レタスのシーザーサラダ」や「軽井沢野菜の薪グ

リル」、信州産の食材を堪能できる「信州サーモ

ンのタルタル」や「信州ポークのトマホーク グリ

ル」など、地元食材にこだわった構成です。事前

予約が必須で、ランチ・ディナー各2組限定とな

ります。（宿泊者以外の方もご利用可能）  
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きらめく太陽の下、涼しい軽井沢の夏を感じながら、格別なBBQをお楽しみください。 

＜概要＞ 

● 営業期間：7月15日（金）〜9月19日（月・祝日） 

     ※毎週金・土・日曜日、祝日で営業予定 

     ※雨天の場合は、店内のコース料理に変更  

● 料金  ：12,000円/1人（4名以上ご利用時） 

     14,000円/1人（3名ご利用時） 

     16,000円/1人（2名ご利用時） 

● メニュー（一部抜粋） 

■ 彩りトマトのピクルス 

■ 冷製のコーンポタージュ 

■ 軽井沢コスレタスのシーザーサラダ クリスピーベーコン 

■ 信州サーモンのタルタル キャビア 

■ 花ズッキーニのフリット 

■ ラムチョップ 

■ 信州ポークのトマホーク グリル 

■ 軽井沢野菜の薪グリル 

■ 信州産リンゴのキャラメリゼ など 

※和牛サーロイン(120g）に変更あるいは追加の場合は、別途料金 

● 予約方法：予約希望日の3日前の午前中までに、ご予約ください。 

     ※当日予約は不可 

     ※5名以上でのご利用についてはご相談ください。 

      TEL: 0267-42-1100 

                       E-mail: Kagaribi.Karuizawa@ihg.com 

 

■ヨガプラン ー「ASA YOGA - カラダとココロ

にご褒美時間」 

ホテルの中央に位置するフォレストガーデン

で、毎週日曜の朝7時から45分にわたってヨガ

を開催します。 

本コースは、全てのレベルに対応しており、講

師が丁寧にガイドするため、初心者の方でも安

心してご参加いただけます。  

朝のひんやりと澄み渡る空気の中、自然の香り

や爽やかな風が心地良いヨガをご体感くださ

い。  

＜概要＞ 

● 営業期間：7月10日（日）〜 

● 料金： 2,000円 

● 内容： 

mailto:Kagaribi.Karuizawa@ihg.com
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○ 場所：フォレストガーデン  

※雨天時は施設内で開催 

○ 時間：7:00~7:45  

○ ストレッチ・座位・立位・バランス・仰向け・シャバーサナなど  

○ 費用に含まれるもの 

■ ヨガレッスン（45分） 

■ ヨガマット 

■ タオル 

■ ミネラルウォーター 

■ ハーブティー（レモングラス＆ジンジャー、レッスン終了時にお渡しします） 

● 予約方法：フロントまたはSPA受付でご予約ください。 

     ※ご予約は先着順となり、定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

         TEL: 0267-42-1100 

 

■テイクアウトプラン ー「KAGARIBIブレックファストBOX」 

ホテルのオールデイダイニング「KAGARIBI」の朝食をお好きな場所で味わう、「KAGARIBIブレックフ

ァストBOX」のサービスを宿泊者向けに開始しました。自家製バゲットでトマトやモッツァレラチー

ズを挟んだKAGARIBI特製のサンドウィッチと軽井沢にある柳沢農園で採れた新鮮な野菜がぎっしり詰

まったBOXは、ホットドリンク、フルーツジュースとともにお召し上がりいただけます。お部屋やテ

ラスで朝食をとる、あるいは、ゴルフやアウトドアのアクティビティなどで朝早く出発される方は、

BOX 持参で現地で食事をとるなど、様々なシーンやご都合に合わせてご利用ください。 

 

 

＜概要＞ 

● 営業期間：通年 

● 料金  ：3,000円/1人 

     ※宿泊者限定 

     ※朝食付き宿泊プランの朝食を本BOXに変更可能                       

● 予約方法：受け取り希望日の前日の22時までに、ご予約ください。 

                      ※当日は、KAGARIBIにて朝6時より受け取りが可能です。 

                      TEL: 0267-42-1100 

            E-mail: Kagaribi.Karuizawa@ihg.com 

 

mailto:Kagaribi.Karuizawa@ihg.com
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■サイクリングプラン ーホテルのネイバーフッドを探索「レンタサイクル」 

緑に包まれる自然豊かな軽井沢エリアの観光をお楽しみいただけるよう、「レンタサイクル」を開始

しました。「街を彩る人のアートな自転車」をブランド理念に掲げるカナダ発のルイガノ社の自転車

を6台用意。フロントで配布しているホテル周辺の地図「ネイバーフッドマップ」を参考にして、軽

井沢の色とりどりな魅力を発見いただき、夏の思い出づくりにお役立てください。  

 

 

＜概要＞ 

● 営業期間：通年（冬季除く）  

● 料金  ：2,000円/4時間毎 

     ※超過料金 500円/15分 

     ※宿泊者限定 

● 予約方法：フロントでご予約ください。 

     TEL: 0267-42-1100 

 

※上記料金は、税サ込となります。   

 

■ホテル概要 

・名称          : ホテルインディゴ軽井沢 

 Website     : https://karuizawa.hotelindigo.com/ 

 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2.6km、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://karuizawa.hotelindigo.com/
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：   TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター） 

       E-mail: 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ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。 

また、IHGワンリワーズは、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, ヴィニエット コレクション, 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: vocoホテルズ, 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 

● 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325,000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。 

 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3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）、44ホテル、12,000室超を展開しています。 

 今後もvoco大阪セントラル、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/gb/en/reservation 

IHGニュースルームサイト:       www.ihgplc.com 

IHGワンリワーズサイト:            https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/offers/onerewards 
LinkedIn:                                          https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ 
Facebook:                                         https://www.facebook.com/IHGCorporate/ 
Twitter:                                            https://twitter.com/IHGCorporate 

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.anaihghotels.co.jp/ 

  

【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 

mailto:reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com
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
https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/offers/onerewards
https://jp.sixsenses.com/
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
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/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/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/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
https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
http://www.ihgplc.com/
https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/offers/onerewards
https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
https://www.facebook.com/IHGCorporate/
https://twitter.com/IHGCorporate
https://www.anaihghotels.co.jp/
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Tel: 070-2814-5530（宮島）090-7821-0297（新井）080-8751-8012（西村） 

E-mail: indigokaruizawa-pr@webershandwick.com 

mailto:indigokaruizawa-pr@webershandwick.com

