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■期間：2019年3月11日～4月26日
■時間：15:00～21:30
■料金：1セット500円
■予約：フロント受付（1日5セット限定）

界出雲（島根県・玉造温泉）島根の夜桜と文化を堪能する旅

■期間：2019年3月11日～4月26日
■時間：21:15～21:30 ■場所：ロビー
■料金：無料 ■予約：不要

「お花見神楽」開催

界出雲では、島根県の郷土料理「割子そば」を模した「割子菓子」を提供
します。江戸時代の島根県出雲地域では、野外でそばを食べるための弁当箱
として重箱を用いており、割子菓子もそれを模して三段の重箱に和菓子を入
れています。和菓子は春をイメージしたものを3種類用意し、お抹茶セットも
つきます。
界出雲から徒歩30秒で着く玉湯川沿いの桜の下で和菓子を食べながら、騒

然たる日常を忘れて、静かなゆっくりとしたお花見ができます。

界出雲では島根の伝統芸能で神を祀ると
きに奏する舞楽「石見神楽」を、スタッフ
が毎夜披露しています。昨年に続き「お花
見神楽」を開催し、日本神話に登場する須
佐之男命（すさのおのみこと）と八岐大蛇
（やまたのおろち）が桜の木の下で舞って
いるかのように、紙垂（しで）とライトア
ップで演出をします。

界出雲を出てすぐ目の前を流れる玉湯川の川沿いには、約400本（約2km）の桜並木が続き、島根県内の桜の名所の一つ
と云われています。界出雲では、夜間にライトアップされた桜を愛でながら、ゆっくりと和菓子を楽しむお花見を提案しま
す。また、毎夜開催している伝統芸能「石見神楽（いわみかぐら）」は、期間限定で舞台を春の設えとし、花見と神楽の舞
鑑賞を同時に堪能できます。

お花見のお供に「割子菓子」販売

星野リゾート 界

ご当地ならではの春を感じる「桜・花旅」誕生
実施期間：2019年3月1日～5月31日

日本全国に展開する温泉旅館ブランド「星野リゾート 界」では、桜をはじめその地域の花を愛で、春を感じる滞在を提
案します。その地域にある花見の名所観光をしながら楽しめる、和菓子を詰め合わせたお花見セットの販売や、花をテーマ
にした館内の設えなど、その地域ならではの滞在を用意します。



界加賀（石川県・山代温泉）「大聖寺川貸切り流し舟」で花見開催

城下町の面影を残す加賀市大聖寺（だいし
ょうじ）に流れる大聖寺川は加賀随一の桜の
名所で、手漕ぎの屋形船から川沿いに広がる
桜並木を堪能できます。
界加賀では、宿泊者限定で屋形船を貸切り、

専属の船頭が案内します。十万石の城下町と
して栄えた歴史ある町並みや、川沿いに咲き
誇る桜を眺めながら、地域特産の加賀棒茶と
地元の和菓子を優雅に味わえます。

界津軽（青森県・大鰐温泉） 桜色に染まる「津軽四季の水庭」誕生

4月1日にリニューアルオープンする界津軽には、津軽
文化に触れることができる「津軽四季の水庭」が新たに誕
生します。
春は桜の開花時期に合わせて、水庭にある回廊を桜色に

染め上げます。回廊の軒下には、りんごで染めた淡いピン
ク色の布を飾り、桜や津軽の伝統工芸品「こぎん刺し」の
模様をあしらった金山焼のランプを配します。金山焼は津
軽の伝統工芸品で、深みのある独特な風合いが特徴です。
また水庭では、桜茶・りんご茶・りんご紅茶を自由に飲

むことができ、入浴後の湯涼みにも最適です。
日本桜の三大名所に挙げられる青森県弘前市の弘前城で

お花見を楽しんだ後に、館内でも津軽文化に触れながら、
夫婦やカップルで春のひと時をゆったりと過ごすことがで
きます。

■期間：2019年4月25日～5月10日
■時間：15:00～22:00 ■場所：津軽四季の水庭
■料金：無料 ■予約：不要
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■期間：2019年4月5日～4月15日 ■出発：14:00（所要約30分）
■場所：大聖寺八間道船乗場（界加賀から車で15分） ■定員：一艘につき8名まで
■料金：1名あたり2,000円(税サ込)＊宿泊代別 ■予約：5日前までに電話にて申し込み（ 2名より受付）

0570-073-011（界予約センター）



■期間：2019年4月1日~5日 ■料金：1泊2食付24,000円～（2名1室利用時の1名料金、税サ込）

■予約：7日前までに専用プランにて申し込み（1日3組限定、1組4名まで）

■プラン内容：特別に設えた客室での宿泊、夕朝食、桜茶と桜のお茶菓子、桜を使用したお酒

界川治（栃木県・川治温泉）「里山の桜滞在プラン」登場

界鬼怒川（栃木県・鬼怒川温泉）「花見露天」と「民藝夜桜バー」オープン

界鬼怒川では、温泉旅館に滞在しながら桜を愛で春の訪れを感じる「花見露天」と
「民藝（みんげい）夜桜バー」を提案します。
花見露天では、満開の桜を眺めながら名湯鬼怒川温泉の湯浴みが楽しめます。夜に

は桜がライトアップされ、湯面に写る桜並木は時を忘れて眺めていられるほど美しい
情景です。
民藝夜桜バーでは、ライトアップされた夜桜を間近に見ることができる「さくらの

間」で、いちごのカクテルを提供します。さくらの間は、桜が活けられ、桜をモチー
フに作成した藍染の布を天蓋のように飾り、とちぎの民藝品で華やかに設えます。カ
クテルは、栃木県が誇るいちごの品種「とちおとめ」を使用したものを提供します。
まだ冷え込むことも多い春の夜に、館内で寛ぎながら楽しめる花見を提案します。

界川治では1日3組限定で、客室や夕食会
場の設え、お茶菓子などを通じて、里山の春
を感じる滞在ができる「里山の桜滞在プラ
ン」を販売します。

客室には、栃木の伝統工芸品「烏山和紙

（からすやまわし）」で作った桜のファブリ

ックパネルと、ひょうたんを加工し桜模様に

切り抜いた「ひょうたんランプ」が飾られま

す。また桜が香る桜茶と桜のお茶菓子も客室

に用意します。

夕食には、窓から夜桜を望む席を用意しま

す。栃木の伝統工芸品で設えたテーブルセッ

トで、桜を使用したお酒と一緒に会席料理が

楽しめます。里山に咲く桜を眺めながら春夜

のひとときを過ごせます。

■期間：2019年4月9日～4月14日 ＊開花状況により開催時期は前後します。 ■時間：20:30～22:00
■場所：さくらの間 ■料金：カクテル1杯1,000円 ■予約：不要
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界箱根（神奈川県・箱根湯本温泉）桜の開花時期限定「夜桜茶屋」オープン

標高差がある箱根エリアでは、3月上旬から5月
まで桜を楽しむことができます。界箱根のエント
ランスにもソメイヨシノや枝垂れ桜の木々があり、
夜にはライトアップされたロマンチックな夜桜が楽
しめます。
桜の開花時期には、期間限定で「夜桜茶屋」をオ

ープンします。夜桜茶屋では、伝統工芸品である箱
根寄木細工の器に、春をイメージした和菓子を入れ
提供します。また、宿場町として栄えた江戸時代、
旅人が甘酒で栄養補給をしていた歴史にちなみ、桜
の花の塩漬けをのせた甘酒も用意します。

界日光（栃木県・中禅寺温泉）花と団子と組子を楽しむ 春限定の茶屋オープン

界日光では、春の時期に咲くいちごの花やヤシオツツジなど、日光の春
の花を鑑賞しながら、伝統工芸体験ができる茶屋をオープンします。
茶屋は、徳川家将軍たちが日光を詣でた江戸時代の行事である「日光詣」

の休息場をイメージしており、男体山（なんたいさん）の絶景が臨めるエン
トランスに設けられます。茶屋では、 50年連続生産量1位を誇る栃木県のい
ちごと、地元の老舗製餡所の餡、金箔を使ったいちご団子を販売します。い
ちご団子は、いちごの花を添え、花の模様が掘られた日光彫の盆にのせ、抹
茶とともに提供します。
また、茶屋の横では、鹿沼組子のコースター作りや日光下駄の試し履きな

ど、栃木の伝統工芸品に触れることができます。

■期間：2019年3月1日～5月6日 ■時間：15:00～17:00 ■場所：エントランス
■料金：いちご団子1,080円（税込）／鹿沼組子コースター1,800円（税込）■予約：不要

■期間：2019年3月26日～4月6日
＊開花状況により開催時期は前後します。

■時間：21:00～21:30
■場所：ロビー
■料金：無料
■予約：不要
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界遠州（静岡県・舘山寺温泉）「花茶滞在」登場

■期間：2019年3月1日～5月24日
■時間：15：00～24：00／

5：00～12：00
■場所：トラベルライブラリー
■料金：無料 ■予約：不要

■期間：2019年3月1日～5月24日
■時間：20：45～21：30
■場所：トラベルライブラリー
■料金：無料 ■予約：不要

■期間：2019年3月1日～5月24日
■時間：6：00～11：00
■場所：フロントにて貸し出し
■料金：無料 ■予約：不要（数量限定）

「春のチャドコロバー」オープン 「旅持ち茶器」でピクニック気分

お茶処である静岡県に位置する界遠州では、春の朗（ほが）らかな季節をお茶と共に楽しむ「花茶滞在」を提案します。
お茶やお酒に花を合わせた飲み物が、滞在中の様々な時間帯で楽しめます。

夕食後に、お酒を振る舞う「チャドコロバー」を中庭
にオープンします。茶の木やツツジを植えた中庭は夜に
なるとライトアップされ、落ち着いた雰囲気となります。
お酒は、ジンにお茶を漬け込んだ「緑茶ジン」と、甘

い桜のシロップにトニックウォーターを掛け合わせた
「花茶ジン」を用意します。

朝には、中庭でお茶を飲むことができる「旅持ち茶器」（た
びもちちゃき）をフロントにて貸し出します。遠州綿紬のバッ
クに風呂敷で包んだ急須、湯呑みを入れた、どこにでも持ち運
べる可愛らしい茶器のセットです。お茶はティーセラーで作っ
たブレンド茶が飲めます。

界遠州には、静岡県産のお
茶を集めたティーセラーがあり
ます。このティーセラーに、春
の時期限定で、花、ハーブ、フ
ルーツなどのブレンドフレーバ
ーを用意します。ブレンドフレ
ーバーとは、お茶に混ぜ合わせ、
お茶の味わいや香りを変えるも
のです。その時の気分や、時間
帯に合わせて、好みのブレンド
茶が作れます。
トラベルライブラリーから浜

名湖と中庭を眺めながら、ブレ
ンド茶を片手にゆったりとした
時間が過ごせます。
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ティーセラーに「春のブレンドフレーバー」登場



界阿蘇（大分県・瀬の本温泉） 「ミヤマキリシマ乗馬」開催

界阿蘇では、九州の火山帯にしか生息しない花として登山ファンに親しまれている「ミヤマキリシマ」の美しさを多くの
人に知ってもらう為、ミヤマキリシマの群生地を一望できる高原での乗馬体験を開催します。

「深い山に咲くツツジ」という意味を込めて名付けられた「ミヤマキリシマ」は、ツツジ科の高山植物で、1mほどの低木

に紫紅色や薄紅色の花をつけ、5月中旬から6月上旬にかけて見頃を迎えます。

登山をするには体力的に自信がないという方も、乗馬であれば手軽にミヤマキリシマを楽しむことができます。いつもよ
り一段高い馬の背より、高原の爽やかな風を受けながら見るミヤマキリシマのピンクの絨毯は格別です。
この時期、この場所でしか味わえない体験ができます。

■期間：2019年5月20日～6月15日 ■時間：12:00 ～ 12:30（所要約30分）

■場所：くじゅう連山・ココペリウェスタンライディング（界阿蘇から車で約20分）

■料金：1人あたり8,000円（税サ込）＊宿泊代別

■予約：宿泊5日前までに電話にて申し込み（2名より受付） 0570-073-011（界予約センター）

界アルプス（長野県・大町温泉）色めく雪解けのアルプスを楽しむ旅

水面に映る桜が楽しめる仁科三湖（にしなさんこ）や、菜の
花畑が一面に広がる中山高原は、春のおでかけにおすすめです。
界アルプスでは、おでかけ時に持ち歩けるお花見かごを数量

限定で販売します。お花見かごには、菜の花オイルを使ったオ
リジナル焼き菓子など、お菓子を詰め合わせて入れます。

■期間：2019年4月4日～5月31日 ■時間：チェックアウト時

■料金：1泊2食付22,950円～

（2名1室利用時の1名料金、税サ込）

■予約：7日前までに専用プランにて申し込み（1日5室限定）

長い冬が終わると、桜をはじめとした様々な花が信州に春をつげます。界アルプスでは、春の信州の花と自然を存
分に楽しめる「松崎和紙の花びら染め体験」と、春のおでかけのお供に「お花見かご」を用意します。

「松崎和紙の花びら染め体験」登場 「お花見かご」販売開始

界アルプスの春を彩る花々は桜、菜の花、りんご、
あやめと様々です。花びら染め体験では、その花びら
や樹皮から抽出した染液を使って、大町の伝統工芸品
である松崎和紙を春色に染め上げ、はがきやしおり等
オリジナルの和紙作品を作れます。

■期間：2019年4月4日～5月31日
■時間：16:00～18:00
■場所：トラベルライブラリー
■料金：無料 ■予約：不要
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界アンジン（静岡県・伊東温泉）「春色に染めるカリグラフィー滞在」登場

界松本（長野県・浅間温泉）「信州松本春のお花見コンサート」開催

界松本では、雪解けの春の信州を楽しめ
るよう、ロビーをピンクや白のドライフラ
ワーを使用したモビールで装飾します。ま
たテーブルにはフラワーリースを置きます。
装飾はどれも地元作家の手作りで、松本近
辺の花や草を使用した愛情のこもった作品
です。
チェックインの時間帯は色鮮やかな装飾

の鑑賞と記念撮影を楽しみ、夜はライトア
ップされた花の装飾をバックに、春をテー
マとした音楽に酔いしれる「お花見コンサ
ート」を開催します。時間を忘れて、大切
な人との春の夜のひとときを過ごせます。

界アンジンでは、施設名の由来となった英国人航海士・三浦按針（み

うらあんじん）にちなみ、西洋で古代から親しまれてきた書道、「カリ

グラフィー」を春色の花々を用いて楽しむ滞在プランが登場します。

カリグラフィーには色々な書体があり、筆圧によっても文字が微妙に

変化します。一見難しく見えるお洒落なメッセージも、見本やガイドブ

ックを用意するので初めての方も安心して挑戦できます。

また使用する万年筆は、伊豆地域で4月に見頃を迎える鮮やかなツツジ

色を用意します。ピンクを中心とした春色の押し花を思い思いに飾り付

け、華やかなメッセージカードを作ります。さらに、夕食中にスタッフ

が記念写真を撮影し、最後にはメッセージカードと合わせてフォトアル

バムとして、旅の思い出を持ち帰ることができます。

文字を書く機会が減っている現代に、カラフルな花々を使いながら、

アナログなカリグラフィ―に親しむ滞在の提案です。

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

星野リゾートが全国に展開する日本初の温泉旅館ブランド。日本らしさと快適性を追求した空間やサ
ービスを提供しています。旅の醍醐味であるご当地の魅力を表現する「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。2018年7月に15施設目となる「界仙石原」が
箱根町仙石原に開業しました。

界仙石原（神奈川県・仙石原温泉）
「花にまつわる５つのワークショップ」開催

箱根・仙石原では長きに渡る火山活動の影響により個性
豊かな固有種の草花が生息しています。
大自然を散策してインスピレーションを得た後は、界仙

石原 別館サロンにて「花」をモチーフにした作品づくり
を体験できます。
デッサン・写真・リース作り・書道・盆栽の５つのジャ

ンルのアーティストを講師に迎え、ものづくりのレクチャ
ーを受けながら世界にひとつだけのアート作品を作ります。
季節の花を材料にしてリースを作ったり、写真を撮ったり、
どのジャンルでも花をテーマにした作品ができあがります。

■期間：2019年3月1日～5月31日の日曜日
■時間：10:00～12:00
■場所：別館サロン
■料金：1名あたり1,000～3,000円
■予約：界仙石原施設サイトから事前予約

または、フロントにて当日申し込み（定員10名）
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■期間：2019年3月1日～5月31日
■料金：1泊2食付 25,650円～
（２名1室利用時の1名料金、税サ込）
（1日1室限定）

■期間：2019年3月11日～4月25日 ■時間：20:30～21:45
■場所：ロビー ■料金：無料


