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2018 年 3 月  

今年のゴールデンウイークは最大 9 連休！ 

プリンスグランドリゾート軽井沢（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町 総支配人：泉水誠之）では、2018 年 4 月

28 日(土)から 5月 6日(日)の最大 9連休になる大型連休に、お子さまの体験と家族の思い出を育むさまざまなゴ

ールデンウイークアクティビティーをご用意いたします。 

ホテル・ゴルフ場・スキー場などを含む約 60 万坪のエリアでは、3 世代でお楽しみいただける「自然体験」「ス

ポーツ体験」「アート体験」「食体験」のアクティビティーやイベントをご用意します。

また、今年は最新デジタルコンテンツで遊べる「デジタルテーマパーク Hello My Dino 2」や、軽井沢ニューア

ートミュージアム監修のアートワーク体験など、お出かけ時の天候に関わらずご家族の楽しい思い出を残してい

ただけるよう、屋内でのアクティビティーも充実させます。

マウンテンエリア  体を動かしてチャレンジするエリア

木々の間を大滑空するジップラインアドベンチャー    親子で楽しめるスノーマンパーク ワイルドサファリツアーで夜の野生動物観察体験

フィールドエリア 自然と触れ合いながら体験を深めるアクティビティーエリア

  山頂 1,155m からの眺めを楽しむ観光リフト 日替わりアクティビティーのキッズチャレンジ   親子でチャレンジ ファミリークライミング 

ホテルエリア 三世代で楽しめる食のイベントとアート体験エリア

  家族みんなで楽しめる「Lunch & Sweets Buffet」  デジタルテーマパークでデジタル恐竜と触れ合い体験 軽井沢ニューアートミュージアム監修アート体験 

プリンスグランドリゾート軽井沢 

ゴールデンウイークに 3世代みんなで楽しめる 

ファミリー向け体験型アクティビティーが揃う 3つのエリアが OPEN
【期 間】2018年 4月 28日(土)～5月 6日(日)



プリンスグランドリゾート軽井沢 ゴールデンウイーク フォレストパーク概要 
 

■期間：2018 年 4月 28日(土)～5月 6日(日) 

ホテル、ゴルフ場、スキー場などさまざまな施設を有する約 60万坪のプリンスグランドリゾート軽井沢内「マ

ウンテンエリア」「フィールドエリア」「ホテルエリア」の 3つのエリアに、さまざまなお楽しみをご用意してい

ます。ゴールデンウイーク期間中はレジャーチケットをご利用いただくことで、エリア内のさまざまな自然体験

アクティビティーやアート体験などを通常料金よりもお得にお楽しみいただくことができます(一部を除く)。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レジャーチケットとは 

さまざまな自然体験・アート体験などをお楽しみいただけるレジャーチケットはホテルフロントやスキー場でお買

い求めいただけます。ホテルご宿泊者のほか、軽井沢周辺にお立ち寄りになるお客さまもご利用いただくことがで

きます。 

 

■販売期間：2018年 4月 27 日(金)～5 月 6日(日) 

■価  格：1冊 2,000円(消費税込み) 

      ※宿泊プランに含まれるエンジョイチケット 2枚と交換可能 

■内  容：レジャーチケット 10枚綴り 

■販売場所：ホテル各館フロント(ザ・プリンス 軽井沢、ザ・プリンス ヴィラ軽井沢、軽井沢プリンスホテル  

ウエスト・イースト、ホテル イースト コテージレセプション) 

軽井沢プリンスホテルスキー場 スキーセンター 

 

軽井沢のゴールデンウイークは桜が見頃です 
 

標高約 1,000mに位置する高原リゾート・軽井沢は、 

例年 4月中旬から 5月上旬のゴールデンウイークに桜が見頃を 

迎えます。軽井沢プリンスホテルの敷地内にはソメイヨシノや 

シダレザクラなど約 300本の桜の木が点在しており、敷地内の 

さまざまな場所で桜をお楽しみいただけます。 

 
※写真は軽井沢プリンスホテル ウエスト前 



● 小さなお子さまも遊べる！ スノーマンパーク  
小さなお子さまも元気いっぱい遊べるスノーマンパークでは、ゴムチュ

ーブスライダーのほか、ゲレンデの人工造雪機を使い雪山体験などをお

楽しみいただけます。 

【営業日】2018 年 4月 28 日(土)～5月 6日(日) 

【時 間】9:00A.M.～5:00P.M. 

【料 金】おとな 通常料金\600/レジャーチケット 2枚 

          こども 通常料金\1,200/レジャーチケット 5枚 

【場 所】軽井沢プリンスホテルスキー場 

 

●【NEW】夜の野生動物を観察！ ワイルドサファリツアー   
軽井沢の夜の森で野生動物を見つけるサファリツアーです。野生動物の

専門家「ピッキオ」のガイドがご案内します。野生動物との遭遇率は 95％

以上。親子で一緒にお楽しみいただけます。 

【開催日】2018 年 5月 3日(木・祝)～6日(日) 

【時 間】各日 7:30P.M.～9:30P.M. 

【料 金】おとな(中学生以上) \7,000 

     小学生       \5,000 

【対 象】小学生～おとな 

【定 員】各日最大 6名さままで 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-8114 (ご予約制、ネイチャーキッズ 森の家) 

 

● 空の冒険 ジップラインアドベンチャー   
軽井沢プリンスホテルスキー場に張り巡らされたワイヤーを使って 

軽井沢の森をモモンガのように大滑空するジップラインアドベンチャー。 

身長 120cm以上のお子さまよりご参加いただけます。 

【開催日】2018 年 4月 28 日(土)より 

【時 間】9:00A.M./12:00NOON/3:00P.M. 

【料 金】通常料金 \4,000/レジャーチケット 19枚 

【対 象】身長 120cm以上、体重 25～100kg 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-1202 

(ご予約制、軽井沢プリンスホテルスキー場) 

     ※小学生まで成人保護者の同伴参加が必要です。 
 

● 日替わりアクティビティー 春のキッズチャレンジ  
宝の地図を手に森の中に宝探しに出発する「森のトレジャーハンター」、草木や小さないきものの不思議を探す

「春探しハイキング」、作って遊べる「はらっぱスライダー」など、ドキドキ・わくわくの 4つの日替わりアク

ティビティーをお楽しみいただけます。 

【営業日】2018 年 7月 1日(日)まで ※定休日あり 

【時 間】午前の部 9:30A.M.～12:30P.M.(3時間) 

     午後の部 1:30P.M.～4:30P.M.(3時間) 

     ※そのほか 1日の部もございます 

【料 金】1名さま 半日体験 \5,000/Web予約\4,500 

          ※料金には体験料、傷害保険料、材料費、消費税が含まれております。 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-8114(予約制、ネイチャーキッズ 森の家) 

                     http://www.princehotels.co.jp/karuizawa/nature/ 
 

    
 

 
宝探しアクティビティー「森のトレジャーハンター」 作って遊べる「はらっぱスライダー」 森の冒険アスレチック「モンキーワールド」 



● 標高 1,155ｍへ空中散歩 観光リフト   
軽井沢プリンスホテル イースト前の高速リフト乗り場から山頂まで約

10 分の空中散歩。山頂には浅間山や軽井沢の町を見渡せるスカイデッキ

や、群馬県側の妙義山などの峰を見渡せる展望台があります。 

【営業日】2018 年 4月 28 日(土)～5月 6日(日) 

【時 間】8:00A.M.～上り最終乗車 3:30P.M.(下り最終乗車 4:00P.M.) 

【料 金】＜往復＞ おとな\1,800(レジャーチケット 8枚) 

             小学生\1,000(レジャーチケット 4枚) 

          未就学児\500(レジャーチケット 2枚) 

     ＜片道＞ おとな\1,000(レジャーチケット 4枚) 

             小学生  \600(レジャーチケット 2枚) 

          未就学児\300(レジャーチケット 1枚) 

【場 所】軽井沢プリンスホテルスキー場「イースト高速リフト乗り場」 

 

●【NEW】ホテルのお仕事体験 ―ベルボーイ＆ベルガール体験― 
ホテルの制服を着て、ホテルマンの心得とベルボーイ＆ベルガールのお仕事を学びます。 

体験終了後はホテルから体験修了証書もプレゼントいたします。 

【開催日】2018 年 4月 28 日(土)、29日(日・祝) 

【時 間】各日 2:00P.M.～3:30P.M. 

【料 金】通常料金\2,000/レジャーチケット 8枚 

【対 象】4才～小学生 

【定 員】各日最大 6名さままで 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-1111(3日前までのご予約制) 

 

 

●【NEW】GO GO! キッズ・ジュニア はじめてのゴルフ体験  
＜5月 5日(土・祝)こどもの日限定開催＞ 

お子さまもやさしく、正確に、どこでも、だれでもお楽しみいただける

スナッグゴルフを用い、プラクティスホールで練習した後、スナッグゴ

ルフのコースをラウンドします。 

お子さまのはじめてのゴルフデビューは軽井沢で！ 

【開催日】2018 年 5月 5日(土・祝) 

【時 間】9:00A.M.～11:30A.M. 

【料 金】通常料金\5,000/レジャーチケット 23枚  
【対 象】4才～小学生 

【定 員】2～10 名さままで ※最少催行人数 2名さま 

【場 所】軽井沢プリンスホテルゴルフコース 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-8811 (ご予約制)  



●【NEW】デジタル恐竜に遭遇！ デジタルテーマパーク Hello My Dino 2  
軽井沢の森に恐竜たちがやってきた！恐竜たちと遊べるデジタルテー

マパークで、雨の日も親子で遊べます。 

【営業日】2018 年 4月 28 日(土)～5月 5日(土・祝) 

【時 間】各日 8:00A.M.～11:00A.M./4:00P.M.～8:00P.M. 

          ※4月 28日(土)は 4:00P.M.～8:00P.M.のみ、 

5月 5日(土・祝)は 8:00A.M.～11:00A.M.のみ開催 

【料 金】通常料金\1,200/レジャーチケット 5枚 

【場 所】軽井沢プリンスホテル ウエスト 

「メインバンケットホール 長野」 

 

●【NEW】オトニエルのブレスレットを作ろう  
＜軽井沢ニューアートミュージアム監修＞ 

現代美術作家 ジャン=ミシェル・オトニエル風のアートを、ビーズでのブレスレット作りを通して体験できます。

親子で一緒にお楽しみいただける簡単な手順のワークショップです。 

【営業日】2018 年 4月 28 日(土)、29日(日・祝)、5月 3日(木・祝)～5日(土・祝) 

【時 間】各日 3:00P.M.～6:00P.M. 

【料 金】通常料金\1,000/レジャーチケット 4枚 

【対 象】4才～おとな 

【場 所】軽井沢プリンスホテル ウエスト「国際会議場 浅間」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎そのほかのアート体験イベント 

       
  

 

 

● Lunch & Sweets Buffet ～軽井沢のお花畑へようこそ～  
ゴールデンウイーク期間中、ホテルレストランで毎日開催いたします。 

エディブルフラワーを使った色鮮やかなスイーツや、お花畑に迷い込んだ

“みつばち”風のシュー菓子など、フォトジェニックなホテルブッフェを

お楽しみいただけます。 

【営業日】2018 年 4月 28 日(土)～5月 6日(日) 

【時 間】各日 12:30P.M.～3:00P.M.(2:30P.M.最終入店) 

【料 金】一般 おとな\2,800/7～12 才\1,500 

【場 所】軽井沢プリンスホテル ウエスト 

 「ブッフェレストラン ニューヨーク」 

【ご予約・お問合せ】TEL:0267-42-1111(ご予約優先) 

軽井沢ニューアートミュージアムにある 

ジャン=ミシェル・オトニエルの《こころの門》 

ビーズを使い、色の組合せや並びから 

現代アートに触れます 

「日本電産サンキョーオルゴール記念館 すわのね」 

のオルゴール製作体験工房 

真田紐を使ったネームプレート作り 手のひらサイズのミニ苔玉

作り 



 軽井沢プリンスホテル ゴールデンウイーク 宿泊プランのご案内  
ゴールデンウイークのさまざまなアクティビティーが楽しめるエンジョイチケット(レジャーチケットと交換可)が付

いた宿泊プランをご用意しております。お部屋タイプはご家族の人数に合わせてお選びいただける「プリンスコテー

ジ」や、2017年 7月にリニューアルした軽井沢プリンスホテル イーストのツインルームなどがございます。 

 

   
 

               

 

■「ファミリーディナーブッフェ 宿泊プラン」 
さまざまなアクティビティーが楽しめるエンジョイチケット(期間中はレジャー

チケットと交換可)と、ホテルでのディナーブッフェが付いたプランです。 
 

【期 間】2018年 4月 28日(土)～5月 5日(土・祝) 

【料 金】①軽井沢プリンスホテル ウエストコテージ 

(4 名用コテージ、4名さま 1 室ご利用時) 

1 名さま料金：おとな\19,472 より、こども\13,630より 

        ②軽井沢プリンスホテル イースト ツインルーム 

(フォレストツインルーム、2名さま 1 室ご利用時) 

       1名さま料金：おとな\31,055より、こども\21,738 より 

【内 容】１泊夕朝食、エンジョイチケット 2枚(レジャーチケット１冊と交換可) 

     お楽しみチケット１枚 

      ※料金には１名さま分の１泊室料、夕・朝食、エンジョイチケット２枚(レジャーチケット１冊分)、 

お楽しみチケット１枚、サービス料・消費税が含まれております。 
 
 

■「Lunch & Sweets Buffet 宿泊プラン」 
9 日間限定で開催する「～軽井沢のお花畑へようこそ～」をテーマにした華やか

なランチ＆スイーツブッフェ付き宿泊プランです。アクティビティーをお楽しみ

いただけるエンジョイチケット 2枚(期間中はレジャーチケットと交換可)が含

まれています。 

 

【期 間】2018年 4月 28日(土)～5月 6日(日) 

【料 金】①軽井沢プリンスホテル ウエストコテージ 

(4 名用コテージ、4名さま 1 室ご利用時) 

1 名さま料金：おとな\11,631 より、こども\8,141より 

     ②軽井沢プリンスホテル イースト ツインルーム 

(フォレストツインルーム、2名さま 1 室ご利用時) 

       1名さま料金：おとな\17,274より、こども\12,091 より 

【内 容】1 泊昼食(Lunch & Sweets Buffet)、エンジョイチケット 2 枚(レジャーチケット 1冊と交換可) 

     ※料金には１名さま分の１泊室料、昼食、エンジョイチケット 2 枚(レジャーチケット 1冊分)、 

サービス料・消費税が含まれております。 
 

 

 

 

 

 

 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 軽井沢プリンスホテル TEL:0267-42-1111 
 

※軽井沢プリンスホテル イースト本館にご宿泊のお客さまは別途入湯税 150円を頂戴いたします。 

※こども料金は７～12才のお子さまの料金です。未就学児は無料でお泊りいただけます(食事代別途)。 

※仕入れの状況により、食材・メニュー等に変更がある場合がございます。 

※特定原材料 7品目食物アレルギー(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)をお持ちのお客さまは、係にお申し出ください。 

※予告なく各施設の営業内容が変更になる場合がございますので、あらかじめご確認のうえお出かけください。 

プリンスコテージ(4・6・8名さま用) 
3 世代みんなでお泊まりいただけます 

軽井沢プリンスホテル イースト「フォレストツインルーム」 
蝶々や木々をモチーフにした遊び心あふれるデザインの客室 

 

お絵かきクレープやパンダパンなど 

お子さまが楽しめるファミリーディナーブッフェ 

ランチ＆スイーツブッフェ イメージ 


