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ホテルグランフェニックスに
空中露天風呂が
オープン！

特報！



奥志賀高原の大自然に浸る

　目の前には四季折々、奥志賀の大自然が広がります。地上4階
に位置する当ホテルの空中露天風呂は、ひとつひとつの木が異なる
緑色の顔を持つ深緑の季節、針葉樹と落葉樹が織りなす美しい
紅葉、また白銀の季節には雪化粧した山並みを味わえます。夜には
満天の星空を眺めながらお風呂を楽しめます。

　“空中露天風呂”のお湯は天然温泉で例えると“ラジウム泉”に
近い湯質を再現しております。再現するにあたり世界中の鉱石を吟
味し、厳選した結果、オーストリア・ザルツブルグ州の世界的に有名
な温泉保養地バドガシュタインで産出された鉱石と、効能が認めら
れた医薬部外品認定鉱物（医薬部外品№47Ｄ-447号）を合わせ
て使用しております。ラジウムにより血行を良くして新陳代謝を促し自
然治癒力を高める効果が期待できます。 身体に優しい湯質ですの
で、どのような方にも心地よくご入浴いただけます。

　ここ奥志賀渓谷にはイワナの原種が生息しております。その原種
を守るために温泉水を川に放流することはできません。当ホテルでは
奥志賀の生態系へ配慮し、身体にも効果的な「自然鉱泉」を取り
入れ、他には類のない空中露天風呂をつくりました。

　また4階の展望大浴場には空中露天風呂以外にも内風呂と窓
付きのサウナがございますので、絶景をお楽しみいただけます。

空中露天風呂

〈効能〉

（医薬部外品No.47D-447号使用）

※上記の8種類の効能を認められた「ラジホープ」という製品と
オーストリア・ザルツブルグ州の世界的に有名な温泉地
バドガシュタインで産出された鉱石を使用しています。

リウマチ　湿疹　腰痛　肩こり

打ちみ　冷え症　疲労回復　神経痛

https://www.hotelgrandphenix.co.jp/rotenburo/


大自然と一体となって心と身体を癒す

　眼下に広がる一面の緑、爽やかな樹木の香り、軽快な枝葉の
ささやきなど森林には人々の心と身体をリラックスして癒してくれる
効果があります。日本には多くの森林が点在し、森林浴などを楽し
むことができます。ここ奥志賀高原は標高1,500ｍに位置し、ブナの
原生林や白樺、ミズナラなど多くの広葉樹の楽園が皆様を癒しの
世界へと導きます。

　ホテルグランフェニックス奥志賀では、お客様に最高のリラックスと
癒しを味わっていただくため、壮大な自然の中で楽しめる「森林ヨガ」
をご用意いたしました。ヨガは体質改善、健康・美容促進、ダイエット
など多くの効果が認められ日本国内においても人気が高まっておりま
す。奥志賀高原の大自然で行うヨガはその効果をさらに高め、スタジ
オでは味わうことのできない爽快感を満喫することができます。

森林ヨガ

　当ホテルでは「森林ヨガ」と「早朝ヨガ」の2つのプログラムをご
用意して皆様のお越しをお待ちしております。今年の夏は「森林
ヨガ」で気持ちの良い汗をかき、「空中露天風呂」でゆっくりとリフ
レッシュ。そのあとは選りすぐりの食材を使ったホテルの料理に舌鼓
を打つ・・・。そんな健康的で贅沢な過ごし方はいかがでしょうか。

奥志賀の大自然で「森林ヨガ」と「早朝ヨガ」を満喫できるプランをご用意
しました。空中露天風呂、美味しいお食事とともにお楽しみください。

森林ヨガプラン

期間 ： 6月10日～9月29日
料金 ： 20,000円～（1泊2食付、森林ヨガ、早朝ヨガ、旬のフルーツカクテル）

【1日目】
ホテル到着後16:30～「森林ヨガ」60分
夕食、その後ラウンジでのフルーツカクテル、空中露天風呂をお楽しみください。

【2日目】
6:30～　「早朝ヨガ」60分
朝食後、奥志賀渓谷の森林浴トレッキング（オプション）
12:00　チェックアウト　　　※連泊でもご参加可能です。



　4月からはスキーヤーもスキーをしない方も楽しめる季節になりま
す。スキーヤーにとっては一番優雅なスキーライフを過ごせます。早
朝スキーを楽しんだあとにゆっくり朝食。そのあとはスキーも良し、読
書・プール・空中露天風呂など優雅にホテルライフを満喫いただきま
す。またスキーをしない方も山ノ内町の山麓にある古代桜や千曲川
のほとりに咲き誇る春の花の数 を々お楽しみいただけます。今年の
10連休は奥志賀でお過ごしいただくのはいかがでしょうか?

お花見ツアー
期間 ： 4月初旬～下旬
料金 ： 5,000円
小布施観光+古代桜花見ツアー（終日）

10:00 ホテル出発
11:15 小布施到着・観光
12:30 昼食
14:00 古代桜花見（宇木地区）
16:00 観光終了
17:15 ホテル到着
※内容・スケジュールは時期により変更あり

夜間瀬川沿いの桜並木 飯山城址公園のしだれ桜宇木の千歳桜 飯山菜の花公園

体幹を鍛えてスキーのレベルアップを目指しませんか!?　ピラティスは体幹の強
化、骨盤の可動域を広げる効果があります。シーズンオフを迎える今だからこそピ
ラティスの動きを学ぶことにより来シーズンに向けた良い準備ができます。

「スキー」×「ピラティス」プラン

期間 ： 4月12日～14日、18日～20日
料金 ： 3連泊：57,750円 2連泊：36,600円 １泊：19,300円
1泊2食、ピラティスレッスン2回、フルーツカクテル1回
※当日レッスン：2,000円／1レッスン

期間 ： 4月7日～26日
料金 ： 15,300円（通常：17,000円）　土曜日は5,850円増し
※3連泊以上はさらにお得な料金。

奥志賀高原の春はまだまだスキーシーズン。そんな春スキーを多くの皆様にお
楽しみいただきたく、リーズナブルなプランをご用意しました。

春スキー満喫プラン

期間 ： 4月1日～30日
往路 ： 長野駅発14：15→ホテル着16：00
復路 ： ホテル発12：15→長野駅着14：00
※完全予約制（ご利用日の前日17：00までに、お電話にてご連絡くだ
さい）　※他のお客様と同乗になりますことをご了承ください。

長野駅⇔ホテル間 無料送迎サービス
〈期間限定〉

信州の古都小布施観光と古代桜など千
曲川沿いに咲く春の花を楽しむを楽しむこ
とができます。またホテルでは「空中露天風
呂」からの景色を楽しみながらゆったりとした
ステイを満喫いただけます。

初春の花と空中露天風呂を楽しむ
「初春の北信体験ツアー」

期間 ： 4月8日～25日
料金 ： 38,800円
2泊3日（初日夕食、2日目朝昼夕食、3日目朝食付き）。お花見ツアー。
フルーツカクテル1回。

アクティブにスキーをするあなたも、のんびりホテルで過ごすあなたも、観光を満喫
するあなたもお楽しみいただけるプランをご用意しました。

10連休はスキーに花見に
「ゴールデンウィークプラン」

期間 ： 5月3日～5日
料金 ： 26,700円（通常：31,000円）

《志賀高原のふもとで楽しめるお花見》
樹齢850年の宇木の千歳桜をはじめ、小布施の夜間瀬川土居の桜並木、飯山の菜の花公園の菜の花畑など

桜、菜の花、桃の花など多くのお花をお楽しみいただけます。千曲川堤防のお花見は3月2日付の日本経済新聞プラス1の何でもランキング
「桜のトンネル自転車で走ろう」で2位を獲得しました。そんな景色をぜひともご堪能ください

月～4 GW

https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=06350&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A3YBD&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server2
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=06350&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A3YBF&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server5
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=06350&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A3YBG&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server5
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=06350&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A3YB9&pac=P02&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server5


　年々暑さが増している日本。東京では寝苦しい日が続きます、ま
た従来避暑地として有名な場所でも熱中症になるなど、その環境
は厳しくなってきております。その中で標高1,500メートルにある奥志
賀高原では真夏でもエアコンなしで眠ることができます。またヨガや
トレッキングなど森林でのアクティビティを通して精神面も肉体面で
もリフレッシュいただけます。「空中露天風呂」からの夜景のみなら
ず、「星空バー」でお酒を楽しみながらの星空観察など多くのお楽
しみをご用意しております。今年の夏は奥志賀高原でお過ごしい
ただくのはいかがでしょうか。

奥志賀の大自然で「森林ヨガ」と「早朝ヨガ」を満喫できるプランをご用意しま
した。空中露天風呂、美味しいお食事とともにお楽しみください。

森林ヨガプラン

期間 ： 6月10日～9月29日
料金 ： 20,000円～（1泊2食付、森林ヨガ、早朝ヨガ、旬のフルーツカクテル）

寝苦しい都会の夜を避けて奥志賀で涼しく過ごす。奥志賀渓谷トレッキングな
どのアクティビティでリフレッシュ、また「空中露天風呂」で絶景を味わいながら
汗を流す。おいしい食事の後は「星空バー」で満天の星空を眺めながらリラッ
クス。夜は涼しい夜風と共にぐっすりお休みください。

夏を涼しく過ごす避暑プラン

期間 ： 7月16日～8月15日
料金 ： 7月16日～20日 ： 23,500円
         7月21日～8月2日 ： 26,700円
         8月3日～9日 ： 31,000円
         8月10日～15 日： 37,000円
※1泊2食、ラウンジでのアイスクリームもしくはアフォガードサービス

満天の星空を眺めながらお酒やおつまみをお楽しみください。夜8時オープンです。 
星空バー

期間 ： 7月6日～8月19日
料金 ： 1,000円～（ワンドリンク）

3連泊以上ご宿泊いただいたお客様へのスペシャルプライス
3連泊ロングステイプラン

期間 ： 6月3日～7月12日、9月1日～30日
料金 ： 3連泊 48,000円／4連泊 62,000円
         5連泊 75,000円
※9月15,22日および、土曜日のご宿泊はご一泊につき6,500円増となります。 
期間 ： 7月13日～20日、8月16日～31日
料金 ： 3連泊 67,500円／4連泊 88,000円
         5連泊 107,500円
期間 ： 7月21日～8月9日
料金 ： 3連泊 77,100円／4連泊 100,800円
         5連泊 123,500円
※8月3日～9日のご宿泊はご一泊につき4,300円増となります。
☆特典☆ 
ご滞在中のラウンジでのソフトドリンク、1日1回無料でお飲みいただけます。
※除外日： 7月26,27,28日、8月10日～15日

人気急上昇中の志賀高原ビールを飲み比べ。
普段の入手困難なラインナップをご用意しております。 

志賀高原ビール飲み比べ

期間 ： 6月1日～11月3日
場所 ： ラウンジラルゴ

標高1,500mから見える雄大な天の川と流れ星は別世界です。
秋の星空観賞会～天の川＆流れ星を楽しむ夕べ～

期間 ： 8月24日～9月6日
料金 ： 800円（ホットドリンク付）

ドライフライフィッシングの第一人者、渋谷直人氏を講師に迎え、天然イワナ釣り
のスクールを開催いたします。

渋谷直人 渓流ドライフライフィッシングスクール

期間 ： ①7月20日～21日 ②8月31日～9月1日
料金 ： 34,000円（2名1室利用）、37,000円（1名1室利用）
宿泊費、夕食1回、朝食1回、昼食2回、釣り券2日、講習料
定員：10名（最少催行 5名）

奥志賀渓谷トレッキング
奥志賀渓谷をたっぷり満喫できる半日プラン

期間 ： 6月10日～11月3日
料金 ： 1,800円
※レンタルシューズもございます

奥志賀渓谷トレッキングと秘湯巡り
奥志賀渓谷トレッキングのあとは秋山郷の秘湯で汗を流します。
期間 ： 6月10日～11月3日
料金 ： 4,500円（昼食代、温泉入力料、ガイド料含む）

石の湯ゲンジホタル観賞
日本有数のゲンジホタルの生息地である志賀高原
石の湯で神秘的なゲンジホタルの鑑賞ができます。
期間 ： 7月上旬～下旬
料金 ： 800円（送迎付き）

月 月～6 9

炭火で焼くオリジナルバーベキューをガーデンテラスで
いかがですか。ビールとの相性もぴったりです。

夏のガーデンバーベキュー

期間 ： 8月12日～15日
期間 ： 11:30～14:00
料金 ： バーベキュー1串 1,500円
（ジャンボバーベキュー1串 2,300円: 前日17時まで要予約）

夏のアクティビティ夏のアクティビティ

毎年恒例デザートビュッフェ。特製デザートを
たくさん食べてリッチな気分に過ごすのはいかがですか。

期間限定！！ デザートビュッフェ

期間 ： 8月10日～15日
時間 ： 14:00-16:00
料金 ： 大人1,950円、子供（4歳～小学6年生）1,300円



●各プラン料金はスタンダードツインに2名様でご宿泊の場合のお一人様料金です（夕・朝食付き）。料金はお部屋タイプ・ご宿泊人数により異なります。詳しくはお問
い合わせください。●詳細はHP http://www.hotelgrandphenix.co.jp/ または、ホテルフロントにお問合わせください。●料金はすべて消費税、サービス料込です。
●2019年10月より消費税率の変更に伴い、ホテル宿泊料金の変更を予定しております。詳細は当ホテルホームページもしくはホテルまでお問い合わせください。

　志賀高原の紅葉は1か月半も続くってご存知でしょうか?  紅葉、
黄葉、褐色と様 な々木 が々あり、また標高差が大きい志賀高原では
9月下旬から11月上旬まで紅葉シーズンが続きます。また秋は食欲
の季節となります。きのこ類をはじめ信州の旬の食材を取り入れた
料理、またそれらの料理に合うワインや日本酒をご用意して皆様の
お越しをお待ちしております。

紅葉と空中露天風呂とグルメを楽しむ
紅葉プラン。

3連泊以上ご宿泊いただいたお客様へのスペシャルプライス
空中露天風呂から
紅葉を味わうプラン

3連泊ロングステイプラン

期間 ： 10/1～10/30
料金 ： 10/1～4 ： 19,200円
10/5,12,13 ： 29,200円
10/6-11,14-31 ： 25,800円
1泊2食、奥志賀高原トレッキング付き
※スタンダードツインに2名様でご宿泊の
場合の1名様料金。部屋タイプ、ご利用
人数により料金は異なります。

期間 ： 10月1日～4日、11月1日～3日
料金 ： 3連泊 49,200円／4連泊 63,600円
         5連泊 77,000円
期間 ： 10月5日～11日、10月14日～31日
料金 ： 3連泊 69,000円／4連泊 90,000円
         5連泊 110,000円
※10月5日のご宿泊は3,400円増となります。
☆特典☆ ご滞在中のラウンジでのソフトドリンク、1日1回無料でお飲みいた
だけます。※料金はスタンダードツインに2名様でご宿泊の場合のお一人様
料金です（夕・朝食付き）　※料金はお部屋タイプ・ご宿泊人数により異なり
ます。詳しくはお問い合わせください。　※除外日：10月12,13日

運行期間 ： 6月1日～11月3日
①専用タクシー（配車時間：お客様のご希望時間）
　料金 ： 普通（定員4名様）15,010円／1台 
　         ジャンボ（定員9名様）20,500円／1台

②乗合タクシー
　料金 ： お一人様　3,100円
　配車時間 ： 14：10／17：10（ご集合は新幹線改札口となります）

※ドライバーが新幹線改札口または、在来線改札口にてお迎えいたします。　※ご予約は、ご利用日の前日までにお電話にて承ります。
※「乗合タクシー」はご人数により、他のお客様とご一緒にお乗りいただく場合もございます。ご了承下さい。
※契約タクシー会社の混雑状況により、お車の手配が出来ない場合がございます。予めご了承ください。

JR長野駅 ⇒ ホテル 直通タクシー・サービス ： 完全予約制

期間 ： 6月3日～11月3日　除外日：７月26,27,28日、８月１０日～１５日、１０月12,13日
往路 ： 長野駅発14:30→ホテル着16:00　　復路 ： ホテル発12:30→長野駅着14:00　
※完全予約制（ご利用日の前日17：00までに、お電話にてご連絡ください）　※他のお客様と同乗になりますことをご了承ください。

長野駅⇔ホテル間 無料送迎サービス〈期間限定〉

月 月～10 11
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裏岩菅山 2,337m 岩菅山 2,295m

寺子屋山 2,125m

東館山 1,994m焼額山 2,009m
竜王山 1,900m

北志賀高原

志賀高原

小丸山

高社山 1,351m

竜王

よませ

湯田中渋温泉郷

湯田中温泉 渋温泉

地獄谷野猿公苑

上林温泉

箱山 695m 鴨ヶ岳 688m

潤満滝展望台

一沼

蓮池

大沼池

旭山 1,524m

五輪山 1,620m

赤石山 2,108m

志賀山 2,035m

裏志賀山 2,037m

鉢山 2,041m
笠が岳 2,075m

渋峠

横手山 2,307m

坊寺山 1,839m

木戸池
北志賀高原

志賀高原

湯田中渋温泉郷

紅葉
カエデ科・ニシキギ科（ニ
シキギ、ツリバナ）・ウルシ科

（ツタウルシ、ヤマウルシ）・
ツツジ科（レンゲツツジ）・ブ
ドウ科（ツタ、ヤマブドウ）・バ
ラ科（ヤマザクラ、ウワミズ
ザクラ、ナナカマド）・ウコギ
科（タラノキ）・ミズキ科（ミズ
キ）他

黄葉
イチョウ科・カバノキ科（シ
ラカバ、ダケカンバ）・ヤナ
ギ科・カエデ科（イタヤカエ
デ）・ユキノシタ科（ノリウツ
ギ）他

褐葉
ブナ科（ブナ、ミズナラ、カシ
ワ）・スギ科（メタセコイヤ）・
ニレ科（ケヤキ）・トチノキ科

（トチノキ）他



横手山での空中散歩

《皆様の滞在が充実する魅力的なアクティビティのご紹介》

SORA terrace （竜王マウンテンパーク）

奥志賀高原ゴルフ 志賀高原マウンテンディスカバリー

志賀高原最高峰の横手山は標高2,307ｍにあり、雲の上の大
パノラマが一応できます。条件がそろえば高原の空気を感じなが
ら富士山、北アルプス連峰、佐渡島などが一望できます。奥志賀
高原からは車で30分ほどです。

世界最大級166人乗りロープウェイの山頂駅で幻想的な雲海
が見られます。奥志賀高原からは車で1時間ほどです。

奥志賀高原にある6ホールのゴルフ場。カジュアルなゴルフ場でお
友達とはもちろん、小さいお子様とも一緒に楽しくプレーできます。

志賀高原の新たなアクティビティとしてスタンドアップパドリング
（SUP）やキャニオニングをお楽しみいただけます。（詳細は
https://www.shigakogen-md.com/まで）

N

S

P

P

満水川

彦衛門沢 サラサラ沢 切明
秋山郷へ

奥志賀林道
奥志賀から
6.0km（道標）

※時間は
　参考コースタイムです。

清水小屋（利用不可）

大滝入口

カヤノ平
野沢温泉へ

奥志賀高原の岩菅山系を源流とし
秋山郷で魚野川と合流して中津川
になります。その清らかな流れには
イワナの原種が棲んでいます。

雑魚川

雑魚川と満水川の合流
点にある滝。ここより下
流は大きく蛇行し、川幅
も広がります。

巡り逢いの滝

奥志賀渓谷コース

【ブナの原生林】

【ブナの原生林】

【ミズナラの原生林】

【グリーンタフ】

【グリーンタフ】

川幅いっぱいに広がっ
た一枚岩盤を流れ落ち
る滝。その形状から釣り
人がこの名をつけたそ
うです。

ハーモニカ滝

「おおぜん」と読み
ます。落差30ｍの
豪快な二段滝。

大滝
この付近はダイ
ナミックに流れ
落ちる多断層の
滝が続きます。

三段滝

歩25分

歩10分

歩3分

歩15分

歩15分

歩30分

歩35分

歩2分

歩5分

歩10分

0 500m

奥志賀林道沿いの特に美しいコースです。大小さまざまな滝や、グリーンタフと呼ば
れる緑色凝灰岩の露出した1枚岩盤の上を流れる川面を眺めながら、渓谷沿いを
巡る散策路。林道にある大滝（おおぜん）入口の看板からコースに入り上流に向
かい、再び林道に出るまで約2時間のルートです。ブナの原生林が広がります。

遊歩道全長 2.3km
林道を利用した周回ルート 4.4km
大滝往復 +1.4km

ブナの原生林、白樺、ミズナラなど多くの広葉樹に囲まれた奥志賀渓谷では
「森林浴トレッキング」をお楽しみいただけます。奥志賀渓谷



www.hotelgrandphenix.co.jp
〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町奥志賀高原　TEL. 0269-34-3611（代表） FAX. 0269-34-2281

各プランの詳細は当ホテルホームページ（https://hotelgrandphenix.co.jp/wp/）をご確認ください。
また掲載料金は変更になる可能性がございますことをご了承ください。

●ブルーベリー（160ｇ） ￥５７２
●りんご（160ｇ） ￥５４０
●栗ジャム（160ｇ） ￥1,350

●こけもも（160ｇ） ￥５４０
●いちご（160ｇ） ￥５７２

《ジャム》

《コンポート》
●レモン（175ｇ） ￥６８０ ●オレンジ（155ｇ） ￥６８０

《蜂蜜》
●アカシア蜂蜜（200ｇ） ￥1,620

はちみつ作りの国産純正ジャム＆コンポート

《野菜で野菜を食べるドレッシング》 ￥864

当ホテルレストランでご提供中の
ドレッシングをご家庭でも。

玉ねぎ、にんじん、セロリの生野菜がたっぷり入った体にも優し
いドレッシングです。熱処理加工をしていないので野菜の味を
そのまま召し上がっていただけます。サラダだけでなく、カルパッ
チョやハンバーグにもかけて美味しくお召し上がりください。

青いロゴマークのマグカップは
電子レンジもご使用いただけます。

＊価格はすべて税込み金額です

青ロゴ ￥2,819　
金ロゴ（化粧箱入り） ￥3,132

《ホテルオリジナルマグカップ》

グランフェニックスロゴ付き
有田焼名窯・香蘭社製の
ホテルオリジナルマグカップです。

おみやげや贈り物にもいかがですか？
当ホテルレストランで提供中のオリジナルドレッシングをはじめ、
ホテルグッズをあなたのもとに。配送もお承りします。
（詳しくはホテルまでお問い合わせください）

グリーンシーズンランチ営業時間のお知らせ（ラストオーダー）

 6月1日～7月26日
 8月26日～10月4日
10月21日～11月4日

13:30
13:30
13:30

 7月27日～8月25日
10月5日～10月20日

14:00
14:00

9月1日よりのスキーシーズン予約開始に先立ちまして、グリーン
シーズンにお泊りのお客様には、ご宿泊時に2019～2020スキー
シーズンの先行予約を承ります。（年末年始（12/28-1/3）等
一部ご予約を承れない日程がございます。）

グリーンシーズン宿泊者特典


