
津軽こぎんの間 紅葉滞在プラン 
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 ※時間は変更となる場合がございます 

2017年秋、界 津軽では紅葉を愛でながら、津軽文化に触れる「津軽こぎんの間 紅葉
滞在プラン」を提供します。1室限定の客室「津軽こぎんの間  離れ悠庵（ゆうあ
ん）」は、専用の庭園があり、紅葉を存分に堪能することができます。客室にはりん
ごや地酒、津軽三味線やこぎん刺しなど、津軽の名産物や文化と共に、紅葉を楽しむ
仕掛けが散りばめられています。客室に併設された茶室は、昼はりんご茶と小菓子を
味わう「津軽りんご茶室」、夜にはこぎん模様の灯りのもとで青森の銘酒を嗜む「こ
ぎんBAR」として、趣の異なる楽しみ方ができる空間です。また、津軽三味線の名
手・渋谷幸平氏が、離れの客室限定で、紅葉の庭園を背景に生演奏を行います。紅葉
を愛で、津軽の伝統文化を感じる、贅沢な時間をお過ごしください。 
 

■期間：2017年10月10日～11月15日  
■場所：津軽こぎんの間 離れ悠庵  
■料金：1泊2食付 1名50,000円～（2名1室利用時、税サ込） 

■予約方法：界 津軽のHPにて予約受付（ 7日前まで）  

2017年秋、大浴場の大きな窓の縁に、津軽こぎん
模様を光で投影する「こぎん幻燈」が登場します。
窓からはライトアップされた紅葉を望むことがで
き、こぎん幻燈と合わさると、まるで一枚の絵画
のよう。湯面にも紅葉が映り、幻想的な眺めです。 

津軽文化を知る贅沢な「津軽こぎんの間 紅葉滞在プラン」誕生 

古くから湯治場として知られる大鰐温泉に佇む温泉旅館「界 津軽」では、2017年10月10日～11月15日の期間、離れ客室にて、紅
葉を愛でながら津軽文化に触れることができる「津軽こぎんの間 紅葉滞在プラン」が誕生します。                   
                    【実施期間： 2017年10月10日～11月15日】 

■期間： 2017年10月10日～11月15日 
     ＊紅葉の見ごろ 例年10月中旬～中旬 
■時間：15:00～25:00 5:00～11:30 
■場所：大浴場 
■料金：無料 

 1室限定「津軽こぎんの間 紅葉滞在プラン」で紅葉を満喫 

星野リゾート 界  
 
 
 

温泉旅館で楽しむ紅葉温泉とアクティビティのご提案 

全国14か所で展開する温泉旅館ブランド「星野リゾート 界」では、紅葉露天風呂や鮮やかに染まる山々の絶景を堪能するアク
ティビティなど、この秋にご体験いただきたい選りすぐりの楽しみ方をご提案します。紅葉の見ごろに合わせて界を巡るのも
おすすめです。 

このリリースに関する問い合わせ：星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 
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【実施期間：2017年9月1日～11月30日】 
【対象施設：界 津軽、界 川治、界 鬼怒川、界 日光、界 箱根、界 松本、界 加賀、界 阿蘇】 

界 津軽（青森県・大鰐温泉） 

 「こぎん幻燈」と眺める紅葉風呂 登場 

チェックイン 

「津軽りんご茶室」（りんご茶) 

縁側にて津軽三味線 生演奏 

ご夕食：特別会席「大間の鮪づくし」 
こぎん幻燈 紅葉露天風呂 

「こぎんBAR」で青森の銘酒を嗜む 

客室から紅葉のライトアップ観賞 

 

 

貝味噌焼き朝食 

チェックアウト 

八甲田ロープウェイにて紅葉鑑賞 



界 鬼怒川では、2017年10月から期間限定で、
紅葉が最も綺麗に見える特別室に宿泊する
「紅葉ふたり占め滞在プラン」が登場します。 
豊かな自然に囲まれた界 鬼怒川の特別室か
らは美しい紅葉を眺めることができます。ま
た、紅葉のピークである10月下旬～11月初
旬には、太陽の光がもみじに反射して部屋の
中まで赤く染め上げます。本プランには、特
別室のテラスで体験する「秋の野点」や秋の
甘味「紅葉羊羹」、栃木県の新酒ワインを益
子焼の器で楽しむ「秋の晩酌セット」といっ
た特典が付いており、昼夜で異なる紅葉狩り
を体験できます。 
 

＜昼の紅葉狩り＞ 
特別室のテラスに野点傘が置かれ、美しい紅
葉を眺めながら益子焼の器で野点を体験でき
ます。甘味には、紅葉が重なりあう様子を表
現した「紅葉羊羹」をご用意します。 
 

＜夜の紅葉狩り＞ 
夕食後、特別室に「秋の晩酌セット」をお届
けします。栃木県の新酒ワインとおつまみを
益子焼の器で提供します。 

 特別室から紅葉を望む「紅葉ふたり占め滞在プラン」登場 

■期間：2017年10月27日～11月5日 
   ＊紅葉の状況により時期が前後する場合があります。 
■料金：1泊2食付 1名30,000円～ （2名1室利用時、税サ込） 
■予約方法：専用の宿泊プランにて予約 

このリリースに関する問い合わせ：星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

紅葉の中庭で益子焼に触れる「秋の陶器市」開催 
界 鬼怒川では、2017年9月1日から2ヶ月間限定で、民藝好き必見のイベ
ント「秋の陶器市」を開催します。年間60万人もの観光客が集まる栃木県
益子町の一大行事「益子 陶器市」にも出店している作家の作品が中庭に並
びます。2017年11月上旬に開催される「益子 陶器市」に先駆けて、いち
早く作品に触れられ、気に入った器は購入することもできます。 
 

■期間：2017年9月1日～10月31日 
■場所：中庭「集いの広場」 
■料金：参加無料 ＊器は有料  1点1,500円～ 
■予約方法：不要 
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鬼怒川の紅葉と民藝を愛でる秋の特別プラン登場 
界 鬼怒川（栃木県・鬼怒川温泉） 

栃木県日光市に位置する「界 鬼怒川」に、今秋、関東屈指の紅葉を愛でる2つの宿泊プランが誕生します。紅葉を望むことができる
特別室のテラスでもみじ狩りを楽しむ「紅葉ふたり占めプラン」と、人力車で鬼怒川の紅葉スポット巡る「紅葉人力車プラン」。界 
鬼怒川の中庭で開催される「秋の陶器市」もおすすめです。 

【実施期間： 2017年9月1日～11月30日】 

  紅葉のトンネルを駆け抜ける「紅葉人力車プラン」登場 
界 鬼怒川では、2017年秋の紅葉の見ごろに合わせて、鬼怒川温泉到着後、
お客様を人力車でお出迎えし、周辺の紅葉スポットを巡る「紅葉人力車
プラン」が登場します。俥夫（しゃふ）とよばれるドライバーが紅葉の
見所を楽しいトークでご案内します。特に、界 鬼怒川の正門からエント
ランスへと続く道は、頭上に枝葉が広がり、ピーク時には「紅葉のトン
ネル」を通りぬけるかのような非日常感を味わえます。 
 

■期間：2017年10月上旬～2017年11月中旬 
    ＊紅葉の状況により時期が前後する場合があります。 
■場所：電車の場合…鬼怒川温泉駅 集合 
    車の場合…界 鬼怒川エントランス 集合  
■料金：1泊2食付 1名37,000円～（2名1室利用時、税サ込） 
■予約方法：専用の宿泊プランにてご予約ください 



 

   【1日目】 
   12:00 日光市内で袴をレンタル 

   13:00 袴を着て日光東照宮参拝 

   15:00 界 日光チェックイン 

   15:30 英国大使館にて「もみじ狩り」 
   17:00 足湯テラスで「おもてなし紅茶」をサービス 

   17:30 夕食 

   19:00 ご当地楽「日光下駄談義」鑑賞 

   22:00 組子BARで「にっこり梨のスムージー」 

日本屈指の紅葉の名所として名高い栃木県・奥日光。平成の大修理を終えた日光東照宮の国宝「陽明門」の公開に沸く2017年、界 
日光では、江戸時代に始まり今なお親しまれている「紅葉狩り」を界 日光流のスタイルでご提案します。半月山からの中禅寺湖の紅
葉観賞や、電動自転車でのサイクリングを楽しめる「お目覚め紅葉サイクリング」、昨夏開園したばかりの「英国大使館別荘記念公
園」での紅葉狩りを満喫することができます。秋の名物「にっこり梨（日光梨）」を使ったオリジナルドリンクも登場します。 

【実施期間： 2017年9月1日～11月30日】 

お目覚め紅葉サイクリング～半月山へ片道エスコート～ 

  秋の組子BAR 
  ～にっこり梨のスムージー～ 

今秋、界 日光では、紅葉の男体
山を一望できるテラスで足湯を
実施します。紅葉狩りで疲れた
足を癒しながら、日光名物
「にっこり梨」を使ったフレー
バーティー「おもてなし紅茶」 
を提供します。思わず笑顔にな
る優しい味わいの紅茶です。 

夕方から夜にかけてオリジナル
カクテルを提供する界 日光の 
組子BAR。秋は「にっこり梨の
スムージー」を提供します。梨
は疲労回復に良い果物と言われ
ており、紅葉狩りの疲れも癒さ
れます。 
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界 日光流 秋の紅葉にっこり滞在 誕生 
界 日光（栃木県・中禅寺温泉） 

 新名所「英国大使館別荘記念公園」で界 日光流の紅葉狩り 
江戸時代、日光東照宮参拝とともに、華やかな紅葉をデザインした小袖を着て紅葉
狩りをすることが人気でした。界 日光から、袴を着て電動自転車でサイクリングす
る現代流の紅葉狩りを提案します。界 日光がおすすめする紅葉狩りスポットは、昨
夏オープンしたばかりの「英国大使館別荘記念公園」。ここから望む中禅寺湖はま
るで一枚絵のように美しく、紅葉の新名所として人気です。集めた紅葉は界 日光で
和紙のハガキに貼り、旅のお便りにすることができます。 
■紅葉の見ごろ：2017年10月中旬～11月上旬 
■場所：英国大使館別荘記念公園（界 日光より自転車で約15分） 
■料金：拝観料 大人 200円・小人 100円、袴レンタル1名 5,300円～ 
■予約方法：記念公園は当日申込。袴レンタルは提携店へ事前予約 

界 日光では、2017年10月23日から期間限定で、
奥日光の紅葉名所・半月山からの絶景を楽しむ
早朝アクティビティ「お目覚め紅葉サイクリン
グ」を開催します。界 日光から車で約15分の場
所にある半月山駐車場からは奥日光の紅葉を一
望でき、展望台まで行くと日本百名山のひと
つ・男体山をバックに広がる鮮やかな紅葉を望
めます。「お目覚め紅葉サイクリング」では、
自転車で上るにはハードな半月山駐車場までの
往路を片道送迎します。復路は電動自転車に
乗って下るため、澄んだ風と一体感を味わえ、
朝の身体を目覚めさせる早朝にぴったりのアク
ティビティです。 
■期間：2017年10月23日～11月5日 
■場所：奥日光・半月山  
■料金：1泊2食付 1名26,000円～ 
   （2名1室利用時、税サ込） 
■予約方法：専用の宿泊プランにて受付 
 

■期間：2017年10月23日～11月5日 
■料金：無料  
■予約方法：当日予約（先着順） 

■期間：2017年11月1日～11月30日  
■時間：16:30～22:30   ■場所：組子ライブラリー 
■料金：1杯800円（税サ込） ■予約方法：不要 

【2日目】 
  6:00 起床 

  6:30 「お目覚め紅葉サイクリング」へ出発 

  8:00 朝食 

12:00 チェックアウト 

 紅葉足湯テラスと 

にっこり梨のおもてなし紅茶 

■モデルスケジュール■ 



2017年2月にリニューアルオープンしたばかりの新客室「箱根寄木の間 清流リビング付客室」で、紅葉を眺めながら
小田原発祥のかまぼこを楽しむ「紅葉かまぼこ女子会」を開催します。界 箱根のスタッフが厳選した、グチやイトヨ
リなど珍しい高級魚のかまぼこや、女子会にぴったりの可愛らしい紅葉模様の入ったかまぼこなどを数種類ご用意しま
す。かまぼこが映える色の濃いウォルナット系の木材を使用したオリジナル寄木の器で提供。また、本プランには秋に
しか飲めない日本酒「ひやおろし」もご用意します。その他にも、滞在中お使いいただける寄木柄のネイルシートと秋
らしい色のマニキュアなどのネイルセット、寄木のボードゲームなど、箱根ならではの女子旅アイテムも含まれていま
す。紅葉を眺めながら、客室でゆっくりお寛ぎいただける秋限定のプランです。 
 

■期間：2017年9月1日～11月30日  
■客室：箱根寄木の間 清流リビング付客室（3名定員） 
■料金：1泊2食付 1名様 40,000円～（2名1室利用時、サ税込） 
■予約方法：専用プランにて申し込み 
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紅葉を眺めながら小田原のかまぼこを楽しむ「紅葉かまぼこ女子会プラン」提供 
界 箱根（神奈川県・箱根湯本温泉） 

神奈川県箱根湯本に位置する温泉旅館「界 箱根」では、2017年9月1日より11月30日までの期間、最上階の新客室にて楽しむ「紅
葉女子会プラン」を提供します。客室から望める目の前の湯坂山は、秋になると赤や黄など色鮮やかに紅葉します。客室から紅葉を
眺めながら贅沢に過ごすことができる女子会プランです。          

【実施期間： 2017年9月1日～11月30日】 

新客室で紅葉かまぼこ女子会 

 湯上がり後に秋の日本酒 

まるで絵画のような自然と一体感のある界 箱根の半露天風呂。毎
年11月下旬から目の前の湯坂山が紅葉の見ごろを迎えます。その
絶景を眺めながら、湯浴みを堪能できます。朝もやがかった紅葉
と川のせせらぎだけが聴こえる朝の入浴もおすすめです。また、
湯上がり後には、ひやおろしもご用意します。 
 
■紅葉の見ごろ：例年11月下旬～12月下旬 
■時間：15:00～21:00   
■料金：無料 
■場所：大浴場  
 ＊ひやおろしは紅葉の時期に合わせて湯上がり処にて提供 

このリリースに関する問い合わせ：星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 



 阿蘇の落ち葉や木の実で「紅葉フォトフレームづくり」 

阿蘇くじゅう国立公園の大自然に囲まれ
た全12室の離れには、森にせり出すよう
にしてつくられたテラスと温泉露天風呂
が備えられています。大自然との一体感
を味わいながら湯船につかり、鮮やかな
紅葉を独占することができます。秋に旬
を迎える大分名産のかぼすを使った変わ
り湯も実施します。 
また、入浴だけでなく、湯上がりのひと
ときも存分にくつろいで過ごせるように、
テラスには阿蘇の天然炭酸水やかぼすゼ
リー、ヨガマットも用意しています。 
 

■期間： 
 かぼす湯、湯上がりのおもてなし 
 2017年9月1日～11月30日 
 *紅葉の見ごろ 10月中旬～11月上旬頃 
■料金：かぼす湯4,320円（税サ込) 
    ※宿泊代金別途 
■予約：必要（宿泊5日前までに電話） 

  秋の阿蘇にひたる、赤や黄に色づく紅葉露天風呂 
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カルデラの大地と紅葉を楽しむ「秋の阿蘇ごもり滞在」実施 
界 阿蘇（大分県・瀬の本温泉） 

大分県瀬の本温泉に位置する温泉旅館「界 阿蘇」では、世界有数規模の阿蘇カルデラの大地と、館内の赤や黄色の紅葉を存分
に楽しむ「秋の阿蘇ごもり滞在」を提案します。界 阿蘇への旅で、阿蘇の大自然に心ゆくまで浸ることができます。 
               【実施期間： 2017年9月1日～11月30日】 

自然が豊富な界 阿蘇の敷地では、めずらしい形をした木の
葉や、ドングリなどの木の実をたくさん拾うことができます。
紅葉シーズンならではの滞在の思い出に、フォトフレームづ
くり体験を開催します。敷地内で集めた紅葉や木の実で飾り
付けて、世界に1つだけのフォトフレームを作ります。界 阿
蘇の紅葉露天風呂から眺めた景色や、界 阿蘇オリジナルの
館外アクティビティ「金色乗馬」や「紅葉ヘリ遊覧」で見た
九重連山の絶景など、お気に入りの場面を撮影し、フォトフ
レームに収めてみてはいかがでしょうか。 
 

■期間:2017年9月1日～11月30日 
■時間：滞在中いつでも ■場所：客室 
■料金：お一人様2,500円（税サ込）＊宿泊代金別途 
■予約：必要（宿泊3日前までに電話） 

朝は、本館にある絶景テラスで界 阿蘇オリジナルの「カル
デラ体操」を実施します。阿蘇五岳を背景に、庭の紅葉を眺
めながら心身をゆっくりと目覚めさせた後は、ジンジャー＆
レモングラスティーが提供されます。 
 
■期間：2017年9月1日～11月30日 
■時間：7:30～（所要約30分）  
■場所：絶景テラス（本館） 
■料金：無料  
■予約：不要 ※宿泊者限定 
 

朝の目覚めに「カルデラ体操」 

＜館内編＞ 



■期間:2017年10月1日、10月15日の2日間予定 
■時間：10:00～16:00の毎正時 
        （10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00の計7枠。所要約20分） 
■定員：1枠あたり1組。最大4名まで   
■場所：三愛レストハウス（界 阿蘇から車で5分） 
■最少催行組数：5組（7枠中5枠埋まれば実施。催行可否は7日に決定） 
■料金：1組あたり70,000円（税込）＊宿泊代金別途   
■予約：必要（宿泊7日前までに電話 ＊宿泊者限定 
 
 秋の人気アクティビティ 阿蘇五岳を望む「金色乗馬」 

  界 阿蘇貸切！紅葉の九重連山を空から楽しむ「紅葉ヘリ遊覧」 

Press Release 秋の現代湯治 

秋空の下、黄金色に輝くすすき野原をかけぬける「金色乗馬」は、阿蘇に100万㎡もの敷地を有するエルパティ
オ牧場と提携した界 阿蘇オリジナルの乗馬アクティビティです。阿蘇五岳や九重連山を望む360度の大パノラマ
を、あたたかな馬の背から満喫することができ、心身ともにリフレッシュする時間を過ごせます。 
 

■期間:2017年9月1日～11月30日  
■時間：13:00～14:30（所要約90分）  
■場所：エルパティオ牧場（界 阿蘇から車で20分）  
■料金：お一人様15,000円（税サ込）＊宿泊代金別途 
■予約：必要（宿泊3日前までに電話）＊宿泊者限定 
 
 

界 阿蘇では2017年秋、地元のヘリクルー
ズ会社と提携して、界 阿蘇貸切の「紅葉
ヘリ遊覧」を日付限定で実施します。普段
の遊覧飛行では1回のフライト時間が2分
程度のところ、界 阿蘇は約10倍の20分を
確保しました。紅葉が最も美しい九重連山
はもちろん、涅槃像（ねはんぞう）にたと
えられることでも有名な阿蘇五岳の手前ぐ
らいまで飛行することができます。燃える
ようなカルデラの大地を空から散策する贅
沢なひとときを楽しめます。 

＜おでかけ編＞ 
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界 加賀（石川県・山代温泉） 

紅葉を望む3つの庭 
界 加賀のコンセプトである「伝統とモダンの融合」を象徴するのが3つの庭です。
石灯籠が印象的な前庭、友禅流しをモチーフにした九谷焼タイルの中庭、茶室を備
えた茶庭、いずれの庭でも紅葉を楽しむことができます。北陸に関する書籍を揃え
たトラベルライブラリーで、コーヒーやハーブティを片手に、あるいは茶室でお抹
茶と和菓子を楽しみながら、赤や黄色に色づく木々を眺めることができます。 
 

■紅葉の見ごろ：11月上旬～11月下旬頃 
■時間：茶室での抹茶と和菓子のおもてなし 15:00～18:00 
■場所：トラベルライブラリー、茶室 
■料金：無料 
■予約：不要 

界 川治（栃木県・川治温泉） 

紅葉露天風呂 

このリリースに関する問い合わせ：星野リゾート グループ広報 
TEL：03-5159-6323 FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 
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館内で紅葉を満喫できる おすすめの界 

その他にも、紅葉露天風呂や客室、中庭など、館内に滞在しながら、贅沢に紅葉を楽しむことができる界の施設を紹介
介します。           【実施期間： 2017年9月1日～11月30日】 

界 松本（長野県・浅間温泉） 

紅葉ライトが彩る「信州紅葉灯りの間」 

星野リゾート 界 
星野リゾートが全国で展開している日本初の温泉旅館ブランド。日本らしさと快適さを追求した空間やサービ
スをご用意しています。旅の醍醐味であるご当地の魅力を伝える「ご当地楽」のおもてなしと、滞在を通して
地域の文化に触れる「ご当地部屋」が特徴。2017年4月には、14施設目となる「界 アンジン」（静岡県）が誕
生します。 

男鹿川の渓流沿いに佇む界 川治では、大浴場
の露天風呂に浸かりながら、里山の紅葉を眺
められる「紅葉露天風呂」を堪能できます。
また客室や足湯をはじめ、敷地内のいたると
ころで紅葉を見ることができ、秋ならではの
風情を感じられます。 

■紅葉の見ごろ：11月上旬～11月下旬頃 
■料金：1泊2食付 1名様19,000円～ 
   （2名1室利用時 税サ込） 

2017年秋、界 松本に1室だけの「信州紅葉灯りの間」が期間限定で登場します。
本物の落ち葉やススキなどを使った幻想的な灯りが室内を彩る、1室のみの客室
です。デザインを手掛けるのは、信州の植物を使った照明の制作を手掛ける川村
忠晴氏。界 松本では客室だけではなく、ロビーや廊下も川村氏の作品でライト
アップされます。館内にいながら信州の紅葉を楽しむことができます。 
 

■期間：2017年10月中旬～11月30日 
 ＊その年の自然の素材を使用するため、実施期間が変更になる可能性あり 
■場所：客室（1室限定）、ロビー、廊下 
■料金：1泊2食付 1名様 39,000円～（2名1室利用時 税サ込） 
■予約方法：HPの専用プランにて受付 


