
軽井沢警察署

国道18号線（軽井沢バイパス）

国道18号線（旧道）

県道43号線
（プリンス通り）

軽井沢プリンス・
ショッピングプラザ

軽井沢晴山ゴルフ場

至 碓氷軽井沢IC

軽井沢現代美術館

しなの鉄道

至 旧軽井沢新軽井沢交差点

南軽井沢交差点塩沢交差点

軽井沢駅 北陸新幹線

H
karuizawa.hotelindigo.com

電車・バス
◆JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より車で約3km、
　所要時間約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
お車
◆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

ゆったりとした癒しはもちろん、心豊かにアイデアが膨らむような体験を...。

新幹線で東京からたったの1時間。浅間山の大自然に見守られて、西洋文化

が根付き今でも芸術の空気感を残す別荘地・軽井沢。雄大な自然の穏やか

さとエネルギーを肌で感じ、洗練された文化的なあこがれと好奇心を満たす

軽井沢ならではの別荘体験をホテルインディゴ軽井沢が演出します。

想像力あふれる軽井沢の“ネイバーフッド”へ、ようこそ！

あこがれと好奇心を満たす、わたしのための別荘で
豊かなライフスタイルを始める、リチャージを。

発想がめぐる
贅沢なくつろぎ時間。

18-39 Yashikizoe, Nagakura, Karuizawamachi, 
Kitasaku-gun, Nagano 389-0111
〒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
T +81 (0) 267 42 1100   F +81 (0) 267 48 6460

自然に包み込まれる、露天風呂付きの炭酸泉の大浴場で、開放感に身をま

かせてリラックス。ホテルの“ネイバーフッド”で思いがけなく出会った、自然や

街に隠れたストーリーを思い返せば、きっと血行といっしょに身体をインスピ

レーションが巡っていくはず。

ザ・スパ BY HARNNは、受賞数も数多いタイ発祥の名門スパ。ローカル素

材を取り入れたトリートメントなど、ここでしか味わえない極上のリラクゼーシ

ョン体験が味わえます。

24時間オープンの最新マシンを完備したフィットネスセンターでは、心ゆくま

で上質なトレーニングを。

@hotelindigokaruizawa



ホテルインディゴ軽井沢のデザインは、西洋と東洋を融合した軽井沢

エリアの文化に、浅間山に見守られた大自然からのインスピレーション

を掛けあわせています。木材と緑を基調とした、スタイリッシュであり

ながら、隠れ家のようにゆったりと心地よいホテル空間。

森の木々が描かれた自然の息吹を感じさせるカーペットで、足の

うらから土地の雄大さが染み渡っていきます。窓から望む豊かな軽

井沢の風景を眺めれば、リセットした頭から発想がどんどん膨らむ

はず。

お気に入りの別荘のように。きっといつもより自分らしく過ごせる、もう

一つのライフスタイルが広がる場所です。

清涼な水と空気に育まれた軽井沢の新鮮食材を、シェフこだわりの薪の炎

でダイナミックに調理する、驚きと発見のあるイタリアンレストラン。思いがけ

ない調理法で軽井沢の四季を味わえる旬の一品や、地元の文化や食材を

盛り込んだホテルインディゴ軽井沢のシグネチャードリンクなど、味覚を刺激

する美食が集まっています。そして、シェフの創意工夫の一皿に隠れた素材

や調理法、“ネイバーフッド”との繋がりのエピソードが、もっと味わいを深める

エッセンスに。

遠方からでも、お近くからお越しの方でも、軽井沢をたっぷり味わう味覚は

もちろん、薪火グリルが目を愉しませ、香りも満喫できるフード体験は、誰か

にこっそり教えたくなる忘れられない一幕に。

2Fのプライベートダイニングでは、テンポラリーギャラリーの開催や、ご家族

やご友人、企業の研修旅行でご利用いただけます。セレブリティに愛された

軽井沢ならではの食事を囲うコミュニケーション、憧れの別荘文化に触れる

体験をご提供します。

舌だけでなく、鼓動も打ちつける“KAGARIBI”の食をぜひ堪能してください。
江戸時代に宿場町として栄えた後、キリスト教文化の根付いた軽井沢は、

明治時代には皇族や文化人が集い、憧れの避暑地として別荘文化・サロン

文化が浸透してきました。歴史的・文化的背景と、四季によって色とりどりに

移りゆく雄大な自然によって、文学者をはじめとした多くの芸術家たちが刺

激を受けています。

ここ、ホテルインディゴ軽井沢では、静寂に包まれ心洗われる体験ができるだ

けでなく、様々な驚きとインスピレーションに満ちたストーリーに出逢えます。こ

の地域の象徴的な浅間山の自然に包まれながら眺める、ガーデンに揺らめく

焚き火の炎。ふいに遭遇する動植物や、ユニークなアートや建築の発見。

身体のよろこぶ洗練された美食も。ホテルインディゴ軽井沢のホストがこっそり

教えるこころ躍るストーリーが、軽井沢の旅をときめき溢れるひとときにします。

日常から飛び出して感じる
澄み切った空気と文化の風。

施設＆客室情報

美食と文化の集う
コミュニティダイニング。

オールデーダイニング “KAGARIBI”

自然の中に溶け込んだ癒しと発想の空間。

スタンダード ツイン ガーデンビュー

スタンダード キング ガーデンビュー

スタンダード ツイン リバービュー

スタンダード ツイン プライベート ガーデン

スタンダード キング  プライベート ガーデン

アクセシブル ツイン リバービュー

アクセシブル ツイン ガーデンビュー

スイート ツイン

スイート キング 

合計

スタンダード キング リバービュー
（ビューバスタイプ）

スタンダード ツイン リバービュー
（ビューバスタイプ）
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客室タイプ 客室数 面積

ラウンジ

フィットネスセンター

炭酸泉露天風呂付大浴場

36席

24時間営業

ロビー1F

スパ棟2F

スパ棟1F

施設 階数

プライベートダイニング

レストラン＆バー 店内　86席
テラス16席

店内　59席
テラス31席

トリートメントルーム3
（カップル1、シングル2）スパ

レストラン棟1F

レストラン棟2F

スパ棟2F
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