奥 志 賀 高 原 で 楽しむ

真の”
心”
と”
身 体”
の癒しの旅

標高1,500mの静かな大自然の中で
リフレッシュし、活力を得て、
満ち足りたリゾートライフを。

✽

ユネスコエコパークで
ジビエ体験ワークショップ

✽ 山登りリトリート
✽ 森林ヨガ
✽ 奥志賀渓谷トレッキング
✽ ワーケーション“Oku Work”

2022 グリーンシーズンのご案 内

心 身ともに健 康 で 豊 かに、
Well-beingな 旅を。
ウェルビーイング

全方位大自然に囲まれた「最奥」の場所、奥志賀高原で、

日常の喧騒から離れ、自分にとっての心地よさを感じる旅をしませんか。

れた状態のこと）
に最適な場所。

ビーイング
（＝心身ともに健康で満たさ

豊かなリゾートライフを
叶える癒しと充実のホテル

そんな奥志賀高原の最も奥に佇むホテ

ルがホテルグランフェニックス奥志賀。ま

るで自 然の中にいるような空 間づくり

を追求したホテルは、室内の設えから壁

などの材木や石に至るまで厳選して世

あり、真 夏でも最 高 気 温

℃とい

標高1500ｍ、上信越国立公園内に

切った空気の中で行う様々なアクティビ

然を堪能できるサウナ・露天風呂、澄み

た空間の中で食べる美味しい食事や自

界から取り寄せたもの。そんな広々とし

う避暑地として快適な時間を過ごすこ

ティは、私たちに癒しとエネルギーを与

真夏でも涼しく快適
未開拓の自然が残る
奥志賀高原

とができる奥志賀高原。手つかずのまま

えてくれます。

～

残るブナの原生林が広がり、
1500万

慌ただしく流れる時から一歩離れ、
あり

ります。

滝、
ハーモニカ滝など様々な景勝地があ

形成する奥志賀渓谷には、大滝や三段

岩
（グリーンタフ）
という一枚岩が川底を

年前に海底の隆起で生まれた緑色凝灰
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をもたらす奥志賀高原は、
まさにウェル

のままの自分を感じ、
豊かな感情と学び

マイナスイオンあふれる雄大な
自然を残す奥志賀渓谷

奥志賀を一望できる空中露天風呂

お楽しみいただけます。

で効能高く、温泉のような露天風呂を

使 用した「 自 然 鉱 泉 」を採 用すること

オーストリア・バドガシュタイン産鉱石を

水を川に放流することはできませんが、

ナが併 設 。イワナ原 種 保 存のため温 泉

ながら入浴できる空中露天風呂とサウ

4Fにある展望大浴場には星空を眺め

どのお部屋も42㎡以上でゆったり
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料理

信州や日本全国の厳選素材を使った逸品に舌鼓

和・洋・中お好みで本格的なフルコースディナーをお楽しみ
いただけます。地元信州をはじめ日本全国、
そして世界各国
から旬の食材を厳選し、各料理人が一品一品丁寧にお作り
しております。

日本料理、中華料理も豪華な
フルコースとなっています。

サウナ

地元信州の銘酒や各国ワインなども
取り揃え、優雅なひとときを。

イタリアン料理。食材はもちろん、塩やオリーブオイル、バルサミコなどの
調味料一つひとつにこだわっています。

標高1,500ｍの大地で自然と一体化する至極体験

当ホテルのフィンランド式サウナ一番の特長は、
かけ流しの
天然水で身体を冷やしたあとの、奥志賀の自然を全身で感
じる開放的な外気浴。プールやジャグジーもあり、他にはない
サウナの楽しみ方ができます。

サウナ前のグリーンテラスで、奥志賀の
自然を一望しながら外気浴を。

サウナのあとにプールに浮遊し、
超無重力体験も味わえます。

ホテルには3つのサウナがあり、
フィンランド式サウナは
外来利用も可能です。
（大人: 1,200円、子供: 400円 ＊水着要着用）

ホテルグランフェニックス奥志賀の 健康で豊かな心身に導く４つのコンテンツ
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動く

癒す

学ぶ

遊ぶ

身体を動かし活力を得る

自分と向き合い集中する

自然の中で学習する

とことん趣味に没頭する

大自然の中で思いっきり身体を
動かすことはとても爽快。自然か
ら溢れ出るエネルギーに元気を
もらえ、
いつもよりパワーがみな
ぎるはずです。

奥志賀高原は日常から距離を
置き、
「 今」に集中するマインドフ
ルネスをするのにぴったり。悩み
ごとも薄れ、
リフレッシュさせてく
れるでしょう。

国 立 公 園でありユネスコエコ
パークに属する奥志賀高原の
自然からは、様々なことを学べま
す。集中できる空間はワーケー
ションにもぴったりです。

奥志賀高原や北信の自然の中
で写真や渓流釣りなどを楽しみ
ながら学べるプランをご用意。今
年はとことん趣味にのめり込む
夏にしてみては。

・ゴルフ＆サウナ

P.5

・森林ヨガ

P.4

・ジビエ体験ワークショップ P.7

・フォトツアー

P.6

・山登りリトリート

P.6

・奥志賀渓谷トレッキング P.4

・ワーケーション“OkuWork” P.5

・フィッシングスクール

P.6

＼期間中毎日開催／

広々した大地の中で心身を解きほぐす

森林ヨガ

早朝ヨガ・森林ヨガ

期間：6/18（土）～10/2（日）
時間：
（早朝ヨガ）7:00～7:45 （森林ヨガ）16:30～17:15
金額：宿泊者 1,500円（税込）、外来 2,000円（税込）

アクティビティ

※子供
（小学生以下）無料

＼期間中毎日開催／

プライベートレッスン

グループレッスンは苦手、
じっくりヨガを楽しみたいという
方向けに講師が丁寧にレクチャーします。

期間：6/18（土）～10/2（日）
時間：45分
（9:00～16:00の間）
金額：1人参加 6,000円（税込）、2人参加 4,000円（税込）×人数、
3人以上参加 3,000円（税込）×人数

Kidsヨガ

子供が楽しめるヨガセッション。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。

期間：7/23（土）～8/25（木） 時間：15:00～15:45
金額：宿泊者 500円（税込）、外来 1,000円（税込）

週で替わる様々な人気講師がお客様にあわせてレクチャー。はじめての
方も、
お子様や男性も、
皆様でお楽しみいただけます。
よりお子様向けの
コース
「Kidsヨガ」や、湖の上で行う
「SUPヨガ」
も開催。早朝ヨガと森
林ヨガ、Kidsヨガは期間中毎日開催しているため、
ご予定に合わせて当
日ご予約や外来利用も可能です。

※大人が一緒に参加する場合はお一人様＋500円（宿泊者・外来問わず）

＼3日間限定／

SUPヨガ

SUP
（Stand Up Puddling）
とヨガを組み合わせたワーク
ショップ。1セッション90分の完全予約制でプライベート
レッスンのように贅沢に。湖の上で楽しくSUPヨガ体験！

期間：8/10（水）～8/12（金）
時間：90分/1セッション

（9:00～15:00の間で90分単位の完全予約制）
※前日17時までにご予約
金額：
（1セッション）
7,700円（税込）×人数
※子供(小学生以下)：SUPボードを1人で使用する場合は
5,500円(税込)、保護者のボードに同乗する場合は無料

奥志賀渓谷をゆったり散策

奥志賀渓谷トレッキング

アクティビティ

大滝、三段の滝、
ハーモニカの滝といった名所が凝縮された
奥志賀の自然を象徴する奥志賀渓谷を巡るガイド付きトレッ
キング。
ブナの原生林の中を渓谷沿いに巡る、全長2.3km、
1時間15分程度のコースです。ガイドがお客様のペースに
合わせて散策いたします。マイナスイオンを全身で感じながら
自然の中を五感で楽しみましょう。
ガイド付き奥志賀の自然を満喫するトレッキング

奥志賀渓谷ゆったりコース

期間：6/11（土）～11/6（日） 時間：9:00～11:30 13:00～15:30
（小学生以下）1,400円（税込）
金額：大人 2,800円（税込）子供

ヨガとトレッキングをお得に体験！

奥 志 賀 を 満 喫 ！ 基 本 の プ ラ ン・ア ク テ ィ ビ テ ィ

＼夏休みに！期間中毎日開催／

2泊
3日

ヨガとトレッキングを満喫し
奥志賀をアクティブに過ごすプラン
滞在中、
上記のアクティビティ
（早朝ヨガ・森林ヨガ・奥志賀
渓谷トレッキング）
を3回自由に選べる充実プラン。アクティ
ブに動いて心身ともに健康に。
期間：6/10（金）～10/31（月） 金額：48,600円（税込）～ ※2名1室利用時
料金に含まれるもの：
2泊4食、
ヨガ(早朝・森林)・奥志賀渓谷トレッキングの中から3回分
※10/2～はトレッキング、アフタヌーンティー、e-Bikeの中から3回分

※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）
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2泊
3日

初心者・子供も楽しめる！
！

カジュアルゴルフ＆サウナの旅

６ホールのカジュアルゴルフ場で今流行りのゴルフ旅。
お友達や小さなお子様も一緒に楽しめます。ゴルフ
の後はサウナでリフレッシュ！ ゴルフ場までの送迎付
きです。
※６ホールを何回でもプレーできます。手引きプレーになります。

期間：6/25（土）～10/10（月）
金額：46,600円（税込）～ ※2名1室利用時

料金に含まれるもの：2泊4食、奥志賀高原ゴルフ場利用料
（1日）

都会から離れた
「Oku(奥)」
で
リフレッシュしながら過ごす

2泊
3日

5泊
6日

14泊

ワーケーション”Oku Work”プラン

働きながら、雄大な自然の中でヨガやサウナ、
ゴルフなどのアクティビ
ティを楽しみ、夜はお酒を片手に仲間と集う。日常にはない開放的な
空間が仕事に新たな創造を生むかもしれません。滞在中はラウンジで
のソフトドリンク飲み放題付き。

お試しプラン(2泊3日)

ウィークリープラン(5泊6日)

2Weeksプラン(14泊)素泊まり

期間：6/10（金）～11/5（土）
金額：45,000円（税込）〜 ※2名1室利用時

期間：6/10（金）～11/5（土）
金額：109,800円（税込）〜 ※2名1室利用時

期間：6/10（金）～11/5（土）
金額：168,000円（税込）〜 ※2名1室利用時

料金に含まれるもの：2泊4食、ソフトドリンク飲み放題

ゆっくりと奥志賀の自然の中で
リゾートライフを満喫！

料金に含まれるもの：5泊10食、
ソフトドリンク飲み放題

3泊
4日

4泊
5日

5泊
6日

ロングステイプラン

料理長が厳選する特選素材を使用した
ディナーに舌鼓！

1泊
2日

プレミアムプラン

奥志賀高原の中で暮らすように過ごしたい方向けの1日
2食（朝・夕）付きプラン。長期滞在になるほどお得になる
特別プランです。お食事は長期滞在者向けにコース料
理をアレンジしてご提供。

一例として、新鮮なアワビやオマール海老、
フォアグラなど各
レストランの料理長が厳選した特選食材を使用したコース料
理をお楽しみいただけるプラン。いつもより豪華なディナーを
堪能したい方におすすめ。

期間：6/10（金）～11/5（土）
金額：
（3泊）
55,800円（税込）～ ※2名1室利用時

期間：6/10（金）～11/5（土）
金額：25,900円（税込）～ ※2名1室利用時

料金に含まれるもの：
（1泊あたり）
2食、
ソフトドリンク券1回分
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※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合せください。

※表示の金額は1名様あたりの料金です

料金に含まれるもの：1泊2食

※そのほか1泊2食付きプランに
は、
お食事の内容とボリュームの
異なる
【スペシャルプラン】
と
【エ
コノミープラン】
がございます。詳
細はHPよりご確認ください。

1枚の写真の中に物語を描く

2泊
3日

写真教室講師、
コンテスト審査
員や写真誌執筆など幅広く活
躍する風景写真家・辰野清さん
と一緒に北信の大自然を愉しみ
ながら、撮影技術を学ぶことの
できる大人気プラン。技術を磨
きながら、写真を通して自然への
理解を深める旅へ。

2 『志賀高原･奥志賀渓谷･カヤの平』錦秋を巡る
期間：10/17（月）〜19（水） 金額：59,000円（税込）※2名1室利用時
予約開始：8/29（月）10:00～

3 『秋山郷･奥志賀林道･カヤの平』晩秋を巡る
期間：10/31（月）〜11/2（水） 金額：54,000円（税込）※2名1室利用時
予約開始：9/12（月）10:00～
料金に含まれるもの：2泊4食、2日目の昼食、受講料、保険料

美しい風景を感じ、切り取る

2泊
3日

岡本洋子と行く志賀高原

1『岡本洋子と行く撮影の旅(夏)』
期間：6/25（土）〜27（月）
金額：56,300円（税込）※2名1室利用

花や植物、
風景を主に撮影し、
コ
ンテスト審査員、撮影会や写真
教室講師などを務める風景写真
家・岡本洋子さんと一緒に、
志賀
高原のスポットを巡る撮影の旅。
「自分の心の眼」で感じ取り表
現する技を習得しませんか。

予約受付中

2『岡本洋子と行く撮影の旅(秋)』
期間：10/20（木）〜22（土）
金額：58,900円（税込）※2名1室利用時 予約受付中
料金に含まれるもの：2泊4食、2日目の昼食、受講料、保険料

ヨガ×トレッキング×美食

女性山岳家・小村あづさと楽しむ

山登りリトリート

横⼿⼭から壮⼤な景⾊を
眺めたあとは志賀⾼原を代
表する岩菅⼭でのトレッキン
グ。そして朝夕はヨガを楽し
める、秋の奥志賀の魅⼒と
アウトドアアクティビティを
存分に楽しめるプランです。
期間：9/26（月）～28（水）
金額：77,000円（税込）※2名1室利用時
予約開始：6/1（水）

期間：8/1（月）〜3（水） 金額：68,000円（税込）※2名1室利用時
予約開始：6/14(火)10:00～

2泊
3日

渓流釣りを論理的に学ぶ

1泊
2日

渋谷直人
渓流ドライフライフィッシングスクール

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。綺麗な
水が流れる奥志賀渓谷で天
然イワナ釣りをお楽しみいた
だけます。涼やかな奥志賀
の自然の中で渓流釣りの技
術を体得する旅へ。

料金に含まれるもの：2泊4食、2日目の昼食、
ガイド料、
ヨガ、
トレッキング、保険料、横手山スカイレーターリフト代

趣 味・学 び に 浸 る ！ 特 別 な プ ラ ン・ア ク テ ィ ビ テ ィ

辰野清と行く撮影の旅

1 『志賀高原･奥志賀渓谷･カヤの平』盛夏を巡る

期間：7/30（土）～31（日）
金額：36,000円（税込）※2名1室利用時
予約受付中

料金に含まれるもの：1泊2食、昼食(2日分)、受講料、釣券(2日分)

滞在を充実させる
イベント
・アクティビティ
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。

◆星空観賞会◆

◆石の湯ゲンジホタル観賞◆

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。ホテルスタッフが星空への
旅のご案内する新月の日限定のプログラム。

日本一標高の高いゲンジホタルの生息地でもある
志賀高原・石の湯で幻想的なゲンジホタルの鑑賞
ができます。

期間：6/29、7/29、8/27、9/26、10/25
金額：無料

期間：7月上旬〜下旬
※ホタルの発生状況により
金額：大人1,200円（税込）子供600円（税込）

0269-34-3611
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食べるだけじゃない。
捕る・捌くを知ることでより楽しくなる

ジビエ体験ワークショップ
志賀高原ユネスコエコパーク(生物圏保存地域）
の中
での本格的なジビエ体験ワークショップ。高まるSDGｓ
の中で現在の里山の状況や狩猟の意義を知り、実際
に狩猟疑似体験や鹿の解体教室、
ジビエ料理を食すと
いったジビエ体験を奥志賀の自然の中で行います。

ジビエ狩猟体験ツアー(1泊2日)
期間：7/23（土）〜24（日）・8/20（土）〜21（日）・10/1（土）〜2（日）
金額：44,000円（税込）※2名1室利用時 予約受付中
料金に含まれるもの：
1泊2食、受講料、保険料、森林ヨガもしくはトレッキング代
（1回分）

＼日帰り体験も／

ジビエ狩猟体験(日帰り)

期間：7/23（土）
・8/20（土）
・10/1（土）
金額：大人10,000円（税込）、小中学生5,000円（税込）
※未就学児は無料

2泊3日で本格狩猟＆
ジビエを体験 nature tour
期間：9/23（金）〜25（日）

もっと詳しく知りたい方は
動画でチェック ▶▶▶

※詳細は後日、HPにて公開いたします。

＼大人も子供も楽しめる！／

SDGs STUDY TOUR

ホテルから日帰りで体験可能なスタディーツアー。志賀
高原の自然の中で「自然と人間社会の共存 」
を学び持
続 可 能な社 会へ。大 人は勿 論 、お子 様の夏 休みの思
い出や自由研究の一環としても。

おすすめプログラム❶

おすすめプログラム❷

外来種駆除体験等で出た植物や志
賀 高 原の食の恵み「 根 曲がり竹 」。
加工の際に捨ててしまう皮を染料とし
て、手ぬぐいなどを染める染物体験。

自分で作った毛バリを使 用して天 然
のイワナ釣りの体 験を通して自然の
豊かさ水の大 切さを学びます。
（ 釣っ
た魚はリリースします）

外来種駆除体験等で出た
植物で染物体験

他にも
いろいろ！

毛バリ作りと原種の
イワナ釣り体験

ご予約・詳細は「志賀高原SDGs STUDY TOUR」で検索

※表示の金額は1名様あたりの料金です
※各種プランのご予約は定員になり次第終了となります。内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。

◆ハッピーアワー◆
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◆アフタヌーンティー◆

◆ガーデンバーベキュー◆

お食事の前の一杯を楽しむハッピーアワー。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。

自家製スイーツやサンドイッチと共にコーヒー、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。

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。

期間：6/10〜11/5の間、毎日開催
時間：17:00～19:00

期間：6/11〜10/31の間、毎日開催
時間：13:00～16:00 金額：2,700円（税込）
※前日19時までの予約制

期間：7/23～8/21の各土日休日
※8/11～15は毎日開催
時間：11:30～13:30 金額：2,900円（税込）

eco（ エコ）に楽しむ志賀高原
＼電車で来ても自由な観光が可能に／

＼国立公園を気持ちよくサイクリング／

事前登録・予約が
必要です。詳細は
ホーム ページを
ご確認ください。

詳細はホーム
ページをご確
認ください。

EVカーシェアサービス

eBikeレンタルサービス

「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お応えして待望のカーシェアサービス
をご用意。EV車を運転してみたいという方もご利用いただけます。

e B i k eで自然の中をサイクリングしながら、志 賀 高 原 周 辺を散 策 。
スポーツバイクのようにスピードを出して軽快な走りを楽しみつつ、坂道
や長距離ライドでは電動アシストでラクに走り抜けることができます。

＼ 志 賀 高 原 近 郊の注目スポット・イベント／
雲の上の大パノラマ！

SUPやキャニオニングなら！

標高2,307ｍにある志賀高原最高峰の横手山。
条件がそろえば富士山、北アルプス連峰、佐渡島な
どが一望できます。スカイレーターとリフトで一気に
登頂でき、山頂には日本一高いところにあるパン屋
さんとカフェが。奥志賀高原からは車で30分程度。

志賀高原内の琵琶池で「SUP」や「キャ
ニオニング」など、
ウォーターアクティビティ
を中心に体験ができます。四季折々の美
を身体で感じ、新たな志賀高原の魅力を
発見。奥志賀高原からは車で30分程度。

横手山スカイテラス

志賀高原マウンテンディスカバリー

雲海広がる絶景！

SORA terrace（竜王マウンテンパーク）

徒歩で
行けます

標高1,770ｍ。世界最大級のロープ
ウェイに乗って雲の上に。条件が合え
ば雲海が広がり、
夕方になると同じ目線
に沈む夕陽が見れるサンセットスポット
に。奥志賀高原からは車で1時間程度。

■ホテルまでの無料送迎のご案内

年に1度の奥志賀で！

第37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
期間：7/31（日）
会場：奥志賀高原「森の音楽堂」
＊ホテルから徒歩2分

今年もますます注目！
来シーズンに向けて新 作 制 作 中 。乞うご期 待

【期間】2022年6月10日(金)～2022年11月6日(日)

◎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（新幹線改札口にお集まりください）

奥 志 賀 高 原 発マウンテンリゾートウエアブランド

※長野駅新幹線改札口でホテルスタッフがホテルの旗を持ってお待ちしております。

復路 : ホテル発12:30→長野駅東口着14:00

◎志賀高原 山の駅号
（往路のみ)
往路 : 志賀高原 山の駅発 : 11:45→ホテル着12:05

長野駅東口10:30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）
※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。

■ウインターシーズンの宿泊予約について

（現地でのみ受付）
【6月10日～】優先予約開始

ホテル宿泊者対象に現地にてウインターシーズン
（年末年始除く）
の先行予約を承ります。

【7月1日～】5泊以上の予約開始
（ホームページ予約、電話予約）
【8月1日～】通常予約開始
（ホームページ予約、電話予約）
※公式予約サイトは0:00～、
電話予約は10:00～受付開始となります。

■ ご予約・お問い合わせは

〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町奥志賀高原

www.hotelgrandphenix.co.jp
TEL. 0269-34-3611（ 代表）FAX. 0269-34-2281

