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報道関係各位 

2022 年 9 月 20 日 

ホテルインディゴ軽井沢 

レンジローバーで軽井沢を巡るガイド付きアクティビティツアー 

「軽井沢で秋の収穫体験＆BBQ プラン」が始動 

－浅間山を望む見晴台で朝食・遠山農園で無農薬野菜を収穫・薪グリルの BBQ ランチ－ 
 

 

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、ラ

ンドローバー社の車種 RANGE ROVER Autobiography PHEV 19MY で軽井沢を巡るアクティビティツアー

「秋の収穫体験＆BBQ プラン」の予約を 9 月 20 日（火）から開始いたします。 

周辺の魅力に精通しているホテルのネイバーフッドホストがドライバーとガイドを務め、最新プラグ

インハイブリッド車の洗練された空間で、快適なドライブ旅をお楽しみいただけます。本プランは、

ホテルインディゴ軽井沢のネイバーフッド（周辺地域）を感じる体験として、ホテル内の公募で選ば

れたアイデアを実現させたものです。絶景を眺めて朝食、山間を散歩、地野菜の摘み取りや買い出

し、気の置けない家族や仲間でランチといった、リラックスした時が流れる軽井沢の豊かな別荘ライ

フを堪能し、車に乗って少し足を延ばすことで見つかる新たな発見に出会っていただきたいという思

いを込めて、ネイバーフッドホストが考案したゲストへのおもてなしです。  

■レンジローバー・ドライブプラン 「軽井沢で秋の収穫体験＆BBQ プラン」 
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空気が澄みひんやりと気持ちの良い気候となり、一足早く秋の訪れを感じる 9 月の軽井沢をドライブ

旅で満喫しませんか。テイクアウト BOX の朝食と薪グリルの BBQ ランチ付き、レンジローバーで軽井

沢の見所を巡るアクティビティツアーが誕生します。 

朝 8 時半にネイバーフッドホストと一緒に車に乗り込んで、⾧野県と群馬県の県境に位置し、開運・

縁結びで人気のパワースポット、熊野皇大神社へと出発します。到着後、熊野皇大神社から徒歩 5 分

程度の碓氷峠の頂上近辺、標高 1200m に位置する展望公園の見晴台に徒歩で向かい、そこで雄大な自

然を眺めながら朝食を取ります。朝食は、ホテルのイタリアン オールデイダイニング KAGARIBI 特製の

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サンドウィッチ、「KAGARIBI ブレックファス

ト BOX」をご用意しております。見晴台からは、浅間山、妙義連峰、晴天時には南アルプス、八ヶ岳

を一望でき、壮大な山々の絶景をお楽しみいただけます。周辺を散策して、秋が深まる軽井沢の豊か

な自然の中で充足のひと時をお過ごしください。  

その後、遠山農園へ向かい、野菜の収穫体験です。遠山農園が育てる野菜は全て露地栽培であり、農

薬不使用のため、安心して野菜本来の美味しさを味わえます。ランチは KAGARIBI2 階のテラス席にて、

収穫したばかりの新鮮な野菜をはじめ、「信州ポークのトマホーク グリル」など、地元のこだわり食

材を薪で焼き上げる「KAGARIBI プレミアム BBQ」にてご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このツアーで使われる車両の RANGE ROVER Autobiography PHEV 19MY は、レンジローバーシリーズ初

のプラグインハイブリッド（PHEV）で、ホテルでのカーリースはホテルインディゴ軽井沢のみとなり

ます。レンジローバーならではのラグジュアリーと走行性能はもちろん、EV の特⾧であるゼロエミッ

ションと静粛性を実現しており、快適な移動時間をお過ごしいただけます。 

 

＜概要＞ 宿泊者限定プラン  

● 予約受付期間：2022 年 9 月 20 日（火）～10 月 24 日（月） 

● 営業期間：2022 年 9 月 27 日（火）～10 月 31 日（月） 

● 料金  ：25,000 円/1 人（２名より、最大３名まで） 

● プラン詳細： 
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8:30 ホテル出発   

8:50  熊野皇大神社へ到着 見晴台にて「KAGARIBIブレックファストBOX」で朝食。30

分間の周辺散策。 

10:20  遠山農園へ到着 野菜の収穫体験。 

11:30 軽井沢発地市庭へ到着 新鮮な地元野菜などを取り揃えた軽井沢町農産物等直売

施設でお土産購入。 

12:30  ホテル到着  

12:40   BBQスタート 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」2階のテラス席にて、

「KAGARIBIプレミアムBBQ」をお楽しみください。収穫し

たばかりの新鮮な野菜をグリルしていただきます。 

 
 

※プランは変更になる可能性がございます。 

※ランドローバーの運転は、ホテルの従業員であるネイバーフッドホストが行います 

 

● 予約方法：予約希望日の 7 日前までに、ご予約ください。7 日前から 100％の取消料が発生し

ます。 

※当日予約は不可 

※雨天中止 

TEL: 0267-42-1100 
E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com 

 

ジャガー・ランドローバーについて： 

ジャガー・ランドローバーは、英国を象徴する 2 つのブランドを通じて、デザインによるモダン・ラグジュアリーの未来を再構築してま

す。 

ジャガー・ランドローバーのモデルには、フルバッテリー電気自動車（BEV）、プラグイン・ハイブリッド（PHEV）、マイルド・ハイブリ

ッド（MHEV）、最新のディーゼル・エンジンおよびガソリン・エンジンをラインアップしています。ランドローバーは、「RANGE 

ROVER」、「DISCOVERY」、「DEFENDER」 の 3 つのファミリーを取り揃え、世界のラグジュアリーSUV 市場をリードしています。ジャガー

は、ブランド初となるプレミアム・オールエレクトリック・パフォーマンス SUV「I-PACE」を販売しています。 

ジャガー・ランドローバーが推進している「REIMAGINE」計画の中核となるのは、独自の個性を持つ両ブランドの電動化です。2030 年まで

に両ブランドのすべてのモデルにフルバッテリーEV の選択肢を設定します。さらに、サプライチェーン、製品、オペレーションのすべてを

通じて、2039 年までに排出ガス量実質ゼロにするという目標に向け新たな舵を切りました。 

＜ ジャガーおよびランドローバー公式ホームページ ＞ 
 https://www.jaguar.co.jp/index.html 
 https://www.landrover.co.jp/index.html 

 ＜ジャガーおよびランドローバー公式インスタグラム ＞ 
@jaguarjapan 
@landroverjpn 
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■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。 

       
・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。  
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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・西村 

Tel: 070-2814-5530（宮島）080-8751-8012（西村） 

E-mail: indigokaruizawa-pr@webershandwick.com 


