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報道関係各位 

2022年 9⽉ 8⽇ 
ホテルインディゴ軽井沢 

SDGs週間にホテルインディゴ軽井沢ではじめる 

サステナブルな宿泊体験 
〜アメニティを通して環境問題への意識向上、プラントベースのメニューが期間限定で登場、 

エコツーリズムを楽しむレンタサイクル〜 
 

 

 

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：⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字⻑倉字屋敷添 18番地 39、総⽀配⼈：原めぐみ）は、
2022年 9⽉ 17⽇（⼟）から 9⽉ 25⽇（⽇）までの SDGs週間の期間中に、サステナブルな取り組み
を実施します。 

「SDGs週間」は、世界的には「Global Goals Week」と呼ばれ、国連総会で SDGsが採択された 9⽉ 25
⽇（Global Goals Day）を含む約 1週間です。この期間中、持続可能な開発⽬標（SDGs）の推進と達成
に向けて、意識を⾼め⾏動を喚起するイベントが世界中で開催されています。今秋、ホテルインディ
ゴ軽井沢も「SDGs週間」に賛同し、宿泊者も簡単に参加できる 3つのサステナブルな取り組みを実施
予定です。 

1. 「アメニティ返却」でロビーラウンジのドリンク提供 

2. 「KAGARIBI」オリジナルのプラントベースのメニュー提供 

3. レンタサイクルの無料貸し出し 
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■「アメニティ返却」でロビーラウンジのドリンク提供 

期間中、お部屋に⽤意されているアメニティをホテルの
フロントにお持ちいただいた宿泊者の⽅には、ロビーラ
ウンジで無料のドリンクをご提供します。⻭ブラシ、髭
剃り、櫛、ヘアブラシの 4点セット、またはアメニティ
⼀式の返却で、宿泊⼈数に応じてドリンクをラウンジで
ご⽤意します。お気に⼊りの⻭ブラシなどをホテルにご
持参いただくことで、簡単に脱プラスチックに繋がり、
環境保護アクションに参加いただけます。 

 

■プラントベースのメニューの提供 

ホテルのオールデイダイニング「KAGARIBI」で、プラン
トベースのメニューを提供します。プラントベースと
は、動物由来の原材料を使わず、植物性の原材料を使
⽤した⾷べ物のことです。プラントベースのメニュー
を選択いただくことで、畜産由来の温室効果ガスの削
減ができ、地球環境の保護に繋がるサステナブルな取
り組みです。 

● プラントベースのボロネーゼ / 2,500 円 

「KAGARIBI」のシグネチャープレートである「
信州⽜のペンネボロネーゼ」をプラントベース
に。お⾁の代わりに、マッシュルーム 、ひよこ
⾖ などを使⽤し、 上にかけるチーズはヘーゼルナッツで再現しました。 

● KAGARIBI ヴィーガンティラミス / 1,300 円 

「KAGARIBI」オリジナルのティラミスは、クリームには⾖乳、⽣地には⽶粉、砂糖には種⼦島
産 100%サトウキビの粗糖を使⽤し、ヴィーガンの⽅にもお楽しみいただけます。⽜乳等の乳
製品の代わりにアーモンドミルクを使い、プラントベースとは思えない濃厚な仕上がりに。⽣
地には、Belleville Brûlerie TOKYO（ベルヴィル ブリュルリー トウキョウ）のホテルインディゴ
軽井沢限定ブレンドコーヒー「MIZUNARA（ミズナラ）」がたっぷりと染み込んでいます。通
常は朝⾷限定のメニューを期間限定でランチ・ディナーでもご提供します。 
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■レンタサイクルの無料貸し出し【1⽇ 2組限定】 

期間中、1⽇ 2組限定で宿泊者にレンタサイクルの無料
貸し出しを実施。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」を参考にしながら、秋の
気配を感じる軽井沢で「エコツーリズム」をお楽しみい
ただけます。サイクルツーリズムは、欧州で⼈気のエコ
ツーリズムの⼀つで、公共交通機関や⾃動⾞の代わりに
、⾃転⾞に乗ることで温室効果ガスの削減に貢献するこ
とが出来ます。 

予約⽅法：フロントにてお申込みください。先着順とな
ります。*画像の⾃転⾞はイメージです。 

■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 ⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字⻑倉字屋敷添 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。 

       
・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 
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・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・⻄村 
Tel: 070-2814-5530（宮島）080-8751-8012（⻄村） 
E-mail: indigokaruizawa-pr@webershandwick.com 


