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2023年1月18日

箱根強羅・軽井沢・犬山有楽苑の開業周年記念を祝して
ホテルインディゴのアニバーサリーキャンペーンを1/24(火) から開催

- 開業記念宿泊プラン登場、各ホテルの宿泊券が当たるInstagramキャンペーンを実施 -

ホテルインディゴ箱根強羅　　　　　　　　　　　　ホテルインディゴ軽井沢

　ホテルインディゴ犬山有楽苑

IHGホテルズ&リゾーツのホテルインディゴ箱根強羅（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町、総支配人：山田智
章）、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、総支配人：原めぐみ）、ホテルインディゴ
犬山有楽苑（所在地：愛知県犬山市、総支配人：柳島司）は、開業記念を祝して、ホテルインディゴアニバー
サリーキャンペーン「CELEBRATING STORIES TO COME その先のストーリーを、いっしょに。」を2023年1月24日
（火）より開催いたします。

2020年1月箱根強羅、2022年2月軽井沢、2022年3月犬山有楽苑が開業し、それぞれ3周年と1周年を迎える
タイミングで、日頃よりご利用いただいているゲストへの感謝を込めて、またホテルインディゴの知られざる
魅力を堪能いただくため、「開業記念宿泊プラン Colours of Hotel Indigo（カラーズ・オブ・インディゴ）」と3ホテ
ルの宿泊券が当たるInstagramキャンペーンを実施する運びとなりました。

ホテルインディゴは、その土地の息吹をホテルのサービスやデザインに取り込んだ、ユニークなライフスタイ
ル・ブティックホテルです。各地の歴史・文化といった特色が表現されたホテルはどれも異なる印象を持ちま
す。地域周辺の個性や魅力は、「ネイバーフッドストーリー」と呼ばれ、その土地で体験できるストーリーが、
訪れた方の好奇心や感性を刺激します。ぜひこの機会にスタイリッシュで地域の個性が織り交ざったホテ
ルインディゴの世界観に触れ、新たな体験に出会ってください。
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＜【夕朝食付】ホテルインディゴ開業記念宿泊プラン Colours of Hotel Indigo＞

■ホテルインディゴ箱根強羅

大文字焼で知られる明神ヶ岳などの名山が目の前に広がり、四季折々の自然に安らぐホテルインディゴ箱
根強羅は、全室（98室、スイート4室含む）にプライベート温泉を備えており、館内は、江戸時代後期に始まっ
た寄木細工をモチーフに伝統アートのエッセンスが散りばめられています。薪グリルの炎と清らかな箱根の
水をエレメントにネイバーフッドが体感できる夕朝食で、五感を呼び覚ますリトリートステイをお過ごしいただ
けます。

ダイニングでは、滋味豊かな「ジビエ料理」やグリルしたネイバーフッドの野菜を味わえる地域に寄り添った
エシカルなメニューをご用意しています。箱根や小田原の農業を持続させるための環境保護や山の荒廃防
止につなげ、貴重な恵みを有効活用するなどして、地域・自然環境との共生を目指します。

予約期間：2023年1月18日（水）〜2023年4月27日（木）　
宿泊期間：2023年1月25日（水）〜2023年4月27日（木）　※除外日無し
※全国割対象

プラン内容：

● 朝食・夕食付き　

● ティータイム（足湯カフェ）1ドリンク

● 温泉ミスト＆フェイスパック、間伐材を使ったサステナブルなお箸

部屋タイプ：デラックスツインリバーサイド、デラックスキングリバーサイド、デラックスコーナーキング、プレミ
アスイート対象

料金：76,492円～（2名1室利用時、1室料金）

予約URL：
https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=1053&hi_id=40&lang=ja-JP

■ホテルインディゴ軽井沢

東京駅から新幹線で約1時間、浅間山や豊かな自然に恵まれ、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。「ホテルインディゴ軽井沢」は、全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム8
室）あり、暖炉、焚き火ラウンジ、薪火イタリアンなど、館内随所でゆらめく炎を感じられ、別荘空間にて寛ぎ
の時間をお過ごしいただけます。　
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本プランでは、1周年特別ディナーや朝食、タイ発祥の名門スパ「ザ･スパ by HARNN」のボディトリートメント
やトラベルキットのお土産、ウェルカムドリンクが付いており、ホテルインディゴ軽井沢の魅力を余すことなく
ご体感いただけます。特別ディナーは、薪火イタリアンオールデーダイニング「KAGARIBI」のシグネチャーメ
ニューを組み合わせたコースをご用意。軽井沢、信州の旬な地野菜を使ったサラダやスープ、魚介のペス
カトーレ、ご好評いただいております「骨付き信州豚の薪グリル」などをご堪能いただけます。

予約期間：2023年1月18日（水）〜2023年4月27日（木）　
宿泊期間：2023年2月1日（水）～2023年4月27日（木）　  ※除外日なし

プラン内容：                      

● 朝食・夕食付き　　

● ウエルカムドリンク (ロビーラウンジにてソフトドリンク or アルコール）          

● ザ･スパ by HARNN アロマティック タイ ボディマッサージ 60分    

● ザ･スパ by HARNNのトラベルキット                

部屋タイプ：全室対象　　

料金：110,000円～（2名1室利用時、1室料金）

予約URL：
https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=812&hi_id=51&lang=ja-JP

■ホテルインディゴ犬山有楽苑　

名古屋駅より約25分、愛知県犬山市に立地を誇る「ホテルインディゴ犬山有楽苑」は、木曽川や壮麗な国
宝犬山城、ミステリアスな国宝茶室 「如庵」を有する日本庭園 有楽苑と、2つの国宝に囲まれています。全
156室（スイート16室含む）、犬山の歴史・文化に着想を得た遊び心溢れるインテリアデザイン、美肌効果が
あると言われる犬山唯一の天然温泉「白帝の湯」や犬山らしさにこだわり抜いた食体験とともに、ビビッドな
非日常をご堪能いただけます。

開業1周年を記念した特別プランでは、ホテルシェフが考案する旬の食材や犬山の歴史・文化にインスパイ
アされたクリエイティブなディナー、フランスのベーカリー＆カフェ「ゴントラン シェリエ」の上質なクロワッサン
などのベーカリーも朝食にてご用意しています。国宝犬山城 登閣券や日本庭園 有楽苑での呈茶券付きな
ど、国宝を巡るネイバーフッド体験もご一緒にお楽しみいただけます。

予約期間：2023年1月18日（水）〜2023年4月27日（木）　
宿泊期間：2023年1月24日（火）〜2023年4月27日（木）　※除外日なし
※全国割対象

プラン内容：      

● 朝食・夕食付き　　

● ワンドリンクサービス（お一人様につき１杯、レストランもしくはバーのご利用）　

● 有楽苑への入苑無料・有楽苑呈茶券・犬山城登閣券・

● ホテル内リゾートセンターでお買い物に使える 5,000円分ホテルクレジット
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部屋タイプ：ビュープレミアム、有楽苑スイート、ホテルインディゴスイート対象

料金：66,000円～（2名1室利用時、1室料金）　

予約URL：
https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=660&hi_id=45&lang=ja-JP

※上記全ての料金には、消費税・サービス料が含まれています。

＜ホテルインディゴ・シスターズ　開業記念Instagramキャンペーン＞

各ホテルの宿泊券が当たる開業記念Instagramキャンペーンを2023年1月24日（火）から4月末まで開催いた
します。箱根強羅、軽井沢、犬山有楽苑と順次開催し、2月から4月にかけて、毎月末1回、各ホテルの当選
者を発表いたします。各ホテルのオフィシャルInstagramに「フォロー＆いいね！＆コメント」すると、各回1組2
名様に宿泊券をプレゼントいたします。クリエイティブあふれるコメントが当選のカギとなりますので、ぜひ創
意工夫されたコメントにて本キャンペーンにご参加ください。　

キャンペーン情報は、各ホテルのオフィシャルInstagramアカウントより投稿されますので、ご確認ください。

なお、3ホテルのキャンペーンにご応募いただいた方の中から、1組2名様に、今年9月に開業予定の「ホテ
ルインディゴ渋谷」のご宿泊券が当たるチャンスがあります。

◆開催期間：2023年1月24日（火）～2023年4月30日（日）

◆当選者発表スケジュール

第1回：2023年2月28日（火）

第2回：2023年3月31日（金）

第3回：2023年4月30日（日）

◆当選賞品：ホテルのご宿泊券（朝食付き）各1組2名様

◆参加方法

【STEP1】3ホテルのインスタグラムアカウントをフォロー　

【STEP2】各ホテルの該当投稿に「いいね」でリアクション　

【STEP3】投稿にコメント（お祝いのコメントやインディゴに期待すること等）

◆応募資格
● 3ホテルのInstagramアカウントをフォローしていること

● 日本国内在住の方　

● アカウント非公開や応募規約に反するものは無効　

①ホテルインディゴ箱根強羅

対象期間：2023年1月24日（火）～2月28日（火）

公式アカウント：@hotelindigohakonegora

当選賞品：デラックス ツイン or キングリバーサイド露天風呂

あり（朝食付き）

②ホテルインディゴ軽井沢

対象期間：2023年2月17日（金）～3月31日（金）

公式アカウント：@hotelindigokaruizawa

当選賞品：スタンダードリバービュー ビューバス付ツイン or

キング（朝食付き）
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③ホテルインディゴ犬山有楽苑

対象期間：2023年3月1日（水）  ～4月30日（日）

公式アカウント：@hotelindigoinuyama

当選賞品：国宝犬山城ビュープレミアム（朝食付き）

画像格納先

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18
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

● エクスクルーシブパートナーズ:イベロスター ビーチフロント リゾーツ

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9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、ホテルインディゴ東京渋谷、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: www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHGワンリワーズアプリ: Apple App
IHGワンリワーズアプリ: Google Play store
IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com
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ウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ホテルインディゴ箱根強羅　広報担当：高橋
電話：0460-83-8661
E-mail：marketing.hotelindigohakone@ihg.com

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・飯澤・西村
電話： 070-2814-5530（宮島）080-2158-6940（飯澤）080-8751-8012（西村）
E-mail: indigokaruizawa-pr@webershandwick.com

ホテルインディゴ犬山有楽苑　広報担当：レオ・成瀬
電話：0568-61-2211
E-mail: pr.indigoinuyama@ihg.com
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