
2021グリーンシーズンのご案内

こんな時代だから
大自然で思いっきりリフレッシュしませんか？

新しい

サウナも
できました



　お客様各位

　平素は弊ホテルをご愛顧いただきありがとうございます。昨シーズンは世界全体で新型コロナウイルスの

影響を受けた一年となり、弊ホテルでも休館など大きな影響を受けました。

　その中でも多くのお客様に奥志賀高原までお越しいただき、ホテルステイや数々のアクティビティなどを

お楽しみいただきました。観光業が大変厳しい状況の中で感謝申し上げます。

　今年のホテルグランフェニックス奥志賀は「癒し」と「自然体験」をテーマに新たなコンテンツをご用意

しております。

　新たな魅力として、プール横サウナにロウリュ式サウナの導入、また岩菅山など奥志賀高原の大自然を満喫

できるテラスを設置いたしました。サウナ後に奥志賀の新鮮な空気を吸って外気浴を満喫することができます。

空中露天風呂・展望大浴場・サウナに追加して新たな魅力が加わりますので是非ともお楽しみ下さい。

　ここ数年ご好評いただいております奥志賀渓谷トレッキング、森林ヨガに加えて、今年はジビエ体験、ハイキング

プラン、キッズヨガプログラムなど奥志賀高原の自然を楽しむプログラムを多数用意しております。またeBikeの

導入も予定しており、ホテル近辺の移動やエクササイズにもご活用いただき、滞在の楽しみが大きく広がります。

　奥志賀高原へのアクセス改善は長野駅からの無料送迎バスはご好評いただいておりますが、到着して

から自由に動けないというお声をいただいております。そのようなお客様にも志賀高原内を楽しんでいただく

ために日産EV車によるカーシェアリングサービスを導入致します。域内の観光にもご利用いただけますし、

環境負荷の低いEV車体験にもご利用いただけます。それ以外にもたくさんの新たな魅力をご用意して

皆様のお越しをお待ちしております。

　また、皆様に安全に安心してお過ごしいただけますように新型コロナウイルス対策も引き続き万全にしております。

新たな魅力として、家族でカップルでみんなで楽しめるサウナということでスイミングプール横におしゃれなロウリュサウナが
完成しました。ロウリュサウナは温度は80度・湿度30%前後に保つことで全身から汗が噴き出てきます。サウナ後は
グリーンテラスにて奥志賀高原の山 を々眺めながら究極の外気浴をお楽しみいただけます。また冬になるとサウナに入った
後、雪にダイブといった非日常の体験もお楽しみいただけます。
サウナを楽しんだ後は展望大浴場や空中露天風呂にてさらにリフレッシュしていただけます。

【外来利用】 大人:1,200円／子供:400円（税込）

※宿泊者のご利用は無料になります。　※スイミングプール、ロウリュ式サウナ、テラスは水着の着用をお願いいたします。

《ロウリュサウナ・ガーデンテラス》
究極の癒しの実現へNew Open



今年の夏は新たな体験、学びの場をご用意しました

ジビエ体験ワークショップ

辰野清と行く
撮影の旅

岡本洋子と行く
志賀高原

渋谷直人
フィッシングスクール

山登りリトリート

近年人気が高まっているジビエ料理。鹿や猪などの捕獲の疑似体
験や鹿の解体教室、ジビエBBQなどの体験を通して、ジビエや狩
猟、自然の魅力を体感するプログラムです。鹿や猪の捕獲は鳥獣被
害防止というSDGsの視点もあり、ジビエの現状も学ぶことができます。

毎回大人気の撮影の旅。北信の大自然
を楽しみながら、辰野清さんの撮影技術
を余すことなく学ぶことのできるプランになっ
ております。

風景写真家の岡本洋子さんが志賀高原
を中心に旬の撮影ポイントを案内します。
心の眼で切り取る撮影の旅をお楽しみ
ください。

ドライフライフィッシングの第一人者渋谷
直人さんのフィッシングスクールです。水が
きれいな奥志賀渓谷で天然イワナ釣りを
お楽しみいただけます。

高原の山を歩く。アウトドア・登山の人気が高まっていますが、いき
なり険しい山は厳しいという方にとって志賀高原の山々はちょうど
よい登山体験になります。女性山岳家の小村あづささんを迎え
Nature tourを実施いたします。

【開催日】 7月10日（土）、7月13日（火）、10月7日（木）、10月9日（土）
【スケジュール】 （状況により変更の場合もございます）
 12:00～13:00　イントロダクション（狩猟の魅力、里山の状況、猟師の役割等）
 13:00～14:00　狩猟疑似体験（森林アニマルトレッキング）
 14:00～15:30　狩猟疑似体験（罠猟・銃猟）
 15:30～17:00　鹿の解体教室
 18:00～　　　 ジビエBBQ

【料金】 9,000円
【料金に含まれるもの】狩猟疑似体験、ジビエBBQ食事・お飲み物

①『志賀高原･奥志賀渓谷･カヤの平』
錦秋を巡る

【期間】 10月13日（水）～15日（金）（2泊3日）
【料金】 57,000円
【予約開始】 8月16日（月）10:00～

②『秋山郷･奥志賀林道･カヤの平』
晩秋を巡る

【期間】 11月2日（火）～4日（木）（2泊3日）
【料金】 54,500円
【予約開始】 9月6日（月）10:00～
※料金は2名1室の料金になります。

①岡本洋子と撮影の旅 Ⅰ 
【期間】 9月24日（金）～26日（日）（2泊3日）
【料金】 57,100円

②岡本洋子と撮影の旅 Ⅱ 
【期間】 10月21日（木）～23日（土）（2泊3日）
【料金】 59,700円
※料金は2名1室の料金になります。

【期間】 7月31日（土）～8月1日（日）（1泊2日）
【料金】 38,000円
※料金は2名1室の料金になります。

【開催日】 9月11日（土）～13日（月）　【集合時間】 13:00
【スケジュール】 （状況により変更の場合もございます）
 初日 : 集合、簡単なウォーキング、ヨガ
 2日目 : 山登り（志賀山・大沼池巡り）
 3日目 : 奥志賀渓谷トレッキング　12時解散

【料金】 77,000円（2名1室） 86,400円（1名1室）
【料金に含まれるもの】 
 2泊5食、ガイド代（登山、トレッキング、ヨガ、保険料）

写真を
学ぶ

狩猟体験 山を学ぶ

写真を
学ぶ

渓流釣り
を学ぶ

各種プランのお申込み・お問い合わせはホテルまでお願いいたします。（0269-34-3611）



夏の奥志賀高原の定番メニューである奥志賀
渓谷トレッキング。1500万年前に海底が隆起して
できた緑色凝灰岩（グリーンタフ）が川底を形成
する雑魚川に沿って形成されている奥志賀渓谷
には大滝（おおぜん）や三段滝、ハーモニカ滝と
言った見どころが凝縮されています。ブナの原生
林の中を渓谷沿いに歩いて巡るウォーキングは
大自然を全身に存分に体感いただけます。
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森林ヨガ(期間中毎日開催)

ガイド付き奥志賀の自然を
満喫するトレッキング(期間中毎日開催)

【期間】 6月12日～9月30日
 グループセッション
 ・森林ヨガ : 16:30～17:15
 ・早朝ヨガ : 7:00～7:45

【料金】 1,500円（宿泊者）2,000円（外来）
 プライベートレッスン
 ・9:00～16:00の間

【料金】 1人参加 : 6,000円
　　　　2人参加 : 4,000円（1人あたり）
　　　　3人以上参加 : 3,000円（1人あたり）

【期間】 6月4日～11月3日
 ・奥志賀渓谷ゆったりコース（2.3㎞）
 ・カヤの平高原コース
 ・自然探勝コース

【料金】 2,500円

Kids Yoga SUP YOGA

ダンスやヨガの要素を取り入れながらみんな
で楽しめるプログラムです。

昨年に続きSUP（Stand Up Puddling）と
Yogaを組み合わせたワークショップを3日限
定で開催します。初心者でも湖の上で楽しく
SUPを楽しみながらヨガ体験ができます。

【期間】 6月27日～7月3日
　　　　7月20日～30日
　　　　8月14日～21日

【時間】 15:00～15:45
【対象】 5歳くらい～12歳くらい 
【料金】 1,500円

【期間】 8月7日～9日（半日ごとのプログラムになります）
【時間】 7日 13:00～15:00（12:30集合）
8日 9:30～12:00（9:00集合）、13:00～15:30（12:30集合）
9日 9:30～12:00（9:00集合）

【料金】 7,000円（セッション）

大好評の奥志賀の大自然で楽しむ森林
ヨガ。一日のスタートに、また夕食前のリフレッ
シュにと自然と深呼吸をしながらお楽しみい
ただけます。講師陣も週替わりで人気講師
が皆様のレベルに合った手ほどきをしますの
で初めての方でも安心して受講できます。
さらに今年はKids Yogaなどお子様向けの
クラスなどもご用意しておりますのでより幅
広い方 に々お楽しみいただけます。



ご自分のペースでワーケーションを過ごすためのプランになります。
1泊2食付コースにラウンジでのソフトドリンク飲み放題が付いたプランになっております。
※2Weeksプランを除く

ワーケーションを学びの場にする集合参加型のワーケーションプログラムになります。ただ単にホテルでワーケーションをするだけでなく、日ごろ簡
単には体験することのできない自然学習を通して新たな気づきや地域が抱える課題、SDGｓなどを学ぶことができます。企業側にとっても社員の
成長だけでなく、企業としてもSDGsや地域貢献の支援という側面をアピールできます。

ホテルグランフェニックス奥志賀では昨年よりワーケーションに対して積極的に取り組んで参りました。スキーやアクティビティの合間にお仕事
をされているお客様も多くお見かけいたしました。10月にはワーケーションツアーを実施し、奥志賀高原の大自然を満喫しながらのプログラ
ムで新たな仕事の形を体験いただきました。今年はさらにパワーアップしたワーケーション企画を皆様にお届けしたいと思います。また今年
はWeb会議や電話会議向けの専用個室も新設いたしますので、打ち合わせにもご利用いただけます。

「Work」+「Vacation」で充実した滞在を実現。
ホテルグランフェニックス奥志賀が提唱する

“Oku Work”〈奥ワーク〉

※当写真はイメージです。

“Oku Work”フリープラン

“Oku Work”自然体験プログラム

◆お試しプラン【2泊3日】
【料金】 50,400円～
【料金に含まれるもの】
2泊4食、ラウンジソフトドリンク。
※2名1室の時の料金となります。

①ジビエ体験プログラム
【期間】 7月12日～15日（3泊4日）
【内容】 ジビエ体験・鳥獣被害に関する
ワークショップ、奥志賀渓谷トレッキング、
ヨガなど

【料金】 86,000円（2名1室）
　　　　102,400円（1名1室）

②SDGs体験プログラム
【期間】 9月7日～10日（3泊4日）
【内容】 遊歩道整備や高山植物保護
などの環境保全プログラム、奥志賀渓谷
トレッキング、ヨガなど
【料金】 91,000円（2名1室）
　　　　107,400円（1名1室）
※山岳救助プログラムより変更になりました。

③ジビエ体験プログラム
【期間】 10月5日～8日（3泊4日）
【内容】 ジビエ体験・鳥獣被害に関する
ワークショップ、奥志賀渓谷トレッキング
など

【料金】 86,000円（2名1室）
　　　　102,400円（1名1室）

◆ウィークリープラン【5泊】
【料金】 108,000円～
【料金に含まれるもの】
5泊10食、ラウンジソフトドリンク。
※2名1室の時の料金となります。

◆2Weeksプラン【13泊】
【料金】 168,000円～
※2Weeksプランは素泊まりになります。延泊
　などご希望の方はホテルまでお問い合わせ
　ください。

各種プランのお申込み・お問い合わせはホテルまでお願いいたします。（0269-34-3611）



❖ ホテルグランフェニックス奥志賀おすすめプラン ❖

料理長が厳選する特選食材を使用したコース料理をお楽しみ
いただけます。特選食材の一例として、新鮮なアワビ、オマール
海老、フォアグラなど、季節における旬の厳選食材を使用し、より
豪華なディナーをご堪能いただけます。

◎上記以外にも多くのプランをご用意する予定です。詳しくは当ホテルホームページをご確認ください。（https://www.hotelgrandphenix.co.jp/wp/）
◎料金は1人当たりの金額になります。　◎表示価格はすべて税込み価格です。

■ 料理長が厳選する特選素材を使用したディナー付プレミアプラン【1泊2食付き】

【期間】 6月4日～11月3日
【料金】 25,700円～（2名1室利用時の料金）

近年注目が集まっているファスティング（断食）。「どうして奥志賀まで行って食事を
我慢してファスティング」という声がありますが、ゆったりとした空間でファスティング
を行うことにより、よりリラックスしてできるメリットがあります。是非今年の夏はファス
ティングをお楽しみください。

■ 身体の内側から綺麗になるファスティングプラン

【期間】 6月4日～11月4日 ファスティングお試しプラン【2泊3日】
【料金】 56,200円～
本格ファスティングプラン【5泊6日】

【料金】 111,600円～

折角の大自然をゆったりお過ごしいただく
方向けのプランになっており、泊数が多い
ほど一泊当たりの割引が大きくなります。
お食事は長く滞在いただいても飽きない
ようにコース料理をアレンジしております。

■ ゆったりお過ごしいただくロングステイプラン
　【3連泊・4連泊・5連泊】

【期間】 6月4日～11月3日
【料金】 55,800円～（2名1室利用時の料金）

コロナの影響で自粛した後でせっか
くなので豪華にロイヤルスイート（100
㎡）に泊まってみませんか。お食事は
プレミアプランのコースになります。お
食事の際にボトルワイン1本をサービ
スいたします。

■ 豪華にロイヤルスイートプラン

【期間】 6月20日～11月3日
【料金】 30,800円～（3名1室利用時の料金）

街の喧騒を離れて、優雅で気ままな女
子旅はいかがでしょうか。夜は特別メ
ニューのディナー・デザートを贅沢にお
楽しみいただけます。また食前酒もつ
いてくるお得なプランとなっております。

■ 夏をのんびり過ごすレディースプラン

自分のスケジュールで気ままに過ごし
て身も心もリフレッシュしたい大人の一
人旅プランになります。お食事はスペ
シャルプランの中からお選びいただき
ます。また滞在中ラウンジでワンドリンク
サービスをいたします

■ ひとりでゆったり過ごす一人旅プラン

【期間】 6月4日～11月3日
【料金】 26,500円～

【期間】 7月1日～8月31日
【料金】 22,300円～（2名1室利用時の料金）
※女性もしくは女性同伴の方に限ります。

イタリアンレストラン「ステラ・アルピーナ」
・前菜盛り合わせ、パスタ、海鮮料理、肉料理、デザート
和食レストラン「篝火」
・奥志賀会席: 前菜、お椀、お造り、焼き物、煮物、揚げ物、止肴、食事、水菓子
※特選素材の仕入れの関係上1週間前までの予約制といたします。

その他通常の1泊2食付きにはスペシャルプランとエコノミープランがございます。
ディナーのお食事の内容とボリュームが異なります。詳細はHPをご確認ください。



❖ グランフェニックスの滞在を充実するイベント・アクティビティ ❖

❖ 奥志賀高原・志賀高原近郊で楽しめるアクティビティ ❖

自家製スイーツ、フルーツ、ス
コーン、サンドイッチと共に、コー
ヒー、紅茶、ハーブティーなど
９０分制のフリードリンク。さら
に、乾杯のスパークリングワイン
またはフルーツジュースをお付け
します。前日19時までの予約制。

アフターヌーンティー

【期間】 6月4日～11月3日
【料金】 2,700円

【時間】 13:00～16:00

お食事の前の一杯を楽しむ
ハッピーアワーを開催すること
になりました。志賀高原ビール
をはじめ自家製ホットワイン、
グラスワインなどをご用意して
おります。

ハッピーアワー

【期間】 6月4日～11月3日毎日開催
【時間】 17:00～19:00

【料金】 700円～
【場所】 2Fラウンジラルゴ

日本有数のゲンジホタルの生
息地でもある志賀高原石の
湯で神秘的なゲンジホタルの
鑑賞ができます。

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。

横手山は標高2,307ｍにあり、雲の上
の大パノラマが圧巻です。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。

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琵琶池にてお
楽しみいただけます。

石の湯ゲンジホタル観賞

奥志賀高原には小さなお子様、カッ
プルなどでお楽しみいただけるアク
ティビティがたくさんございます。

家族連れ向けアクティビティ

奥志賀高原ゴルフ 横手山での空中散歩 SORA terrace 
（竜王マウンテンパーク）

志賀高原
マウンテンディスカバリー

【期間】 7月上旬～下旬（※ホタルの発生状況により）

【料金】 1,100円

◆ 電動アシスト付きマウンテンバイク「eBike」の導入も予定してます ◆

満天の星空を眺めながらお酒
やおつまみをお楽しみいただ
けます。星空バーオリジナル
カクテルもご用意しております。

星空バー

【期間】 7月22日～8月15日各土日祝日。 8月7日～15日は毎日開催
【時間】 20:00～22:00　【場所】 2Fテラス　※雨天中止

【期間】 7月22日～8月31日各土日祝日。8月7日～15日は毎日開催
【時間】 11:30～13:30　【場所】 イタリアンレストラン「ステラアルピーナ」

炭火で焼くオリジナルガーデン
バーベキューをテラスでお楽
しみいただけます。志賀高原
ビールを片手に楽しむバーベ
キューは格別です。

ガーデンバーベキュー

星空観賞の隠れた名所でも
ある奥志賀高原の星空をお
楽しみいただけます。新月の
日限定のプログラムとなり、ホ
テルスタッフが星空への旅の
ご案内をいたします。

星空観賞会

【日程】 6月10日、7月10日、8月8日、9月7日、10月6日
【料金】 無料

※当写真はイメージです

第36回 森の音楽会 （有料）
小澤国際室内楽アカデミー奥志賀
弦楽アンサンブル演奏会
9月12日（日） 開場15:00／開演15:30
会場／奥志賀高原「森の音楽堂」
無料公開練習日：9月8日（水）〜11日（土）
※新型コロナウィルス感染防止の為、状況により非公開となることがございます．



新登場！！ 
電車で来ても志賀高原を満喫できるEVカーシェア

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

オンラインショップのご案内 https://shop-hotelgrandphenix.com/

定番の「野菜で野菜を食べるドレッシング」に加えて、牛タンシチューやルームシューズ
などの新商品が加わりました。ギフトセットのラインナップも充実してますので、ステイ
ホームのお供、自分へのご褒美、お世話になった方々への贈り物でご活用ください。

「無料送迎で奥志賀に来るのは便利になったけど、志賀高原内を自由に動けな
い」といったお客様の声に対して、待望のカーシェアサービスをご用意しました。
志賀高原内や北信の観光だけでなく、EV車を運転してみたいという方にもご
利用いただけます。　【詳細は当ホテルホームページをご覧ください】

※税込4,000円以上お買い上げのお客様には送料無料にてご利用いただけます。
※お支払いもクレジットカード・商品代引・銀行振込・Amazon Payなど多くの決済をご利用いただけます。

◎長野駅直行エクスプレス号
　往路 : 長野駅東口発14:30→ホテル着16:00
　復路 : ホテル発12:30→長野駅東口着14:00
　（長野駅新幹線改札口でホテルスタッフがホテルの旗をもってお待ちしております。）

◎志賀高原 山の駅号（往路のみ)
　往路 : 志賀高原 山の駅発 : 11:30→ホテル着11:50
　長野駅東口10:15発急行バスに乗車いただき、「志賀高原山の駅」にて下車ください。
　山の駅前の駐車場で送迎車がお待ちしております。
　（急行バス 長野駅東口→志賀高原山の駅間は1,800円かかります）

【期間】 6月6日（月）～11月3日（火） ※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）TEL/0269-34-3611
※他のお客様と同乗となりますことをご了承ください。

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4日～7月31日‥‥13:30
◎8月1日～8月31日‥‥14:00
◎9月1日～11月3日‥‥13:30

ホテルショップで人気の
「小布施栗のジャム」

1,350円（税込） 

ずっと履いていたい
ルームシューズ 
8,580円（税込） 

ホテルギフトセット
（牛タンシチュー、ドレッシング各2個） 

7,800円（税込） 

ウインターシーズンの宿泊予約について
◎6月4日より優先予約開始（年末年始を除く）
　6月4日以降にホテル宿泊時にウインターシーズンの先行予約を承ります。
◎ウインターシーズンの5泊以上の予約は7月1日より開始
　（ホームページ予約サイト、電話予約）
◎通常予約は8月1日より開始
　（ホームページ予約サイト、電話予約）

グランフェニックスが近くなる無料送迎のご案内

7月中旬サービス開始予定

※自社予約サイトは0:00より
　電話予約は10:00より受付
　を開始します。




