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株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント野尻湖 
 
 

野尻湖ホテル エルボスコ 
【夏のプラン】ご案内 

〜豊かな自然との繋がりから見えてくる新しい発見〜	   

	 アゴーラ・ホテルアライアンスである野尻湖ホテル エルボスコ（所在地：長野県上水内郡信濃町大字古

海 4847、総支配人：坂下雅行、客室数：50室）は、2014年度夏のプランをご案内いたします。 
 

	 2014年度のエルボスコの夏は「豊かな自然との繋がりから見えてくる新しい発見」をテーマに、ホテル

コンセプトである「自然との共生」のもと、さらにお客様自らが積極的に自然にアプローチいただきその体

験をお持ち帰りいただくべく、食、滞在、エクスカーションと様々なプランをご用意しました。 

 

	 今シーズンから展開をスタートした地元の旬の食材とその

文化を融合した“シナノストロノミー”を長野県産のワイン

とともに堪能できる「夏の旬感プラン」をはじめ、ワイナリ

ーへのエクスカーション、別荘で過ごすように避暑地の滞在

を楽しめる夏休みにおすすめの連泊プラン、近隣の森でのヨ

ガやティータイムを楽しめるプランなど、「THE BOSCO 

RETREAT」と称したこの地ならではのアクティビティも豊

富にご用意しました。詳細は次頁の通りです。 

 

	 野尻湖ホテル エルボスコは、アゴーラのビジョンである「美しい日本を集めたホテルアライアンス」の

もと、恵まれた立地とスケールメリットを最大限に生かし、地域に貢献できる施設を目指してまいります。 

THE BOSCO RETREAT 
◇ BOSCO Gastronomy  “シナノストロノミー”「夏の旬感プラン」 
◇ NAGANO WINEの魅力に触れる「信州ワインバレーを訪ねて」 

◇ 別荘で過ごすようなステイ 「セカンドハウスプラン」 

◇ 癒しの森でヨガとティータイムを「YOGA的森林セラピー」 

 
【本リリース、ご取材、宿泊券プレゼント等に関するお問い合わせ】 

株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ	 （担当：平出） 
〒105-0001	 東京都港区虎ノ門 5-2-6 虎ノ門第 2ワイコービル 7F 

TEL.03-3436-1860	 FAX.03-3436-1861 
aki.hiraide@agorahospitalities.com 



【2014年夏の宿泊プラン】 
GASTORONOMY  
◇BOS CO Gastronomy “シナノストロノミー”「夏の旬感プラン」  

ダイニング「moment」では、信濃・越後を中心とした地元食材をその土地の文化とともに五感で楽しめる“シナ

ノストロノミー”を展開しています。信濃の夏の食卓には、糖度の高いトウモロコシや高原野菜が所狭しと並び

ます。夏の旬感プランでは、地元の食材を知り尽くしたエグゼクティブシェフ尾澤によるこのような食文化を採

り入れたスペシャリテディナーコースを、長野県産ワインとともにお楽しみいただけます。 

 
【料金】スタンダードツイン 22,680円〜 
	 	 	 	 スーペリアツイン	  24,840円〜 
	 	 	 	 (2名 1室利用 1名料金、税・サービス料込） 
【内容】①Menu MOMENT シェフ尾澤のスペシャリテディナーコース  	 	 	 	 	 	  
	 	 	   ②長野県産のグラスワイン（赤、白） 
        ③身体に優しい健康的な朝食 
 
 

 
 
◇ NAGANO WINE の魅力に触れる「信州ワインバレーを訪ねて」  
ブドウ栽培に適した自然条件を備える長野県はワイン用のブドウの生産量日本一を誇り、この土地ならではの個

性豊かなワインを造るワイナリーが点在しています。エルボスコでは、ブドウを育む自然を感じながら造り手と

触れ合い、その土地ならではのワインに巡り合うワインツーリズムを提案いたします。今回はエッセイスト、画

家としても知られる玉村豊男氏がオーナーの「ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー」を訪ねます。

ツアーではワイナリー見学や試飲の他、玉村氏より長野県産ワインやワイナリーへの想いをお話しいただきます。

なお、ワイナリーで購入したワインをリーズナブルな料金でダイニング「moment」へ持ち込みも可能です。 
 
【日程】2014年 7月 12日（土） 
【料金】スタンダードツイン 15,000円 
        スーペリアツイン	  17,160円 
	 	 	 	 (1室 2名利用時 1名料金、1泊 2食付、税・サービス料込) 
【内容】①夕食／地元の旬の食材を活かしたコースディナー 
        ②朝食／身体に優しい健康的な朝食 
【ワイナリーツアー概要】 

・ ご到着日 13:00ホテル出発〜ワイナリー見学、 
試飲（試飲 3種類付） 

・ 所要時間：ワイナリー滞在時間 2時間 
	 	 	 	 	 ホテル〜ワイナリー間片道約 1時間半 

	 	 	  ※エルボスコ無料送迎バス利用 
※ご夕食時には、エルボスコがセレクトした長野県産グラスワイン 2杯またはワイナリーで購入したワイ
ンをダイニング「moment」への持ち込みいずれかをお選びいただけます。 
持ち込み料金：通常ワイン 1本 3,000円を 1,000円で対応 

	 	 	   

 

「ヴィラデスト  ガーデンファーム  アンド  ワイナリー」  
	 オーナー玉村豊男氏  
 
1945 年東京都杉並区に、画家・玉村方久斗の末っ子として生まれる。都立西高を経て、1971 年東京
大学仏文科を卒業、在学中にパリ大学言語学研究所に 2 年間留学。通訳・翻訳家を経て、文筆業に。
1977 年に『パリ 旅の雑学ノート』、1980 年に『料理の四面体』を刊行しエッセイストとしての地歩
を築く。旅と都市、料理、食文化、田舎暮らし、ライフスタイル論など幅広い分野で執筆を続ける。

1991年より長野県小県郡東部町（現・長野県東御市）在住。	 ワイン用ブドウ、ハーブ、西洋野菜を
栽培する農園「ヴィラデスト」を経営。  

 



STAY 
 
◇別荘で過ごすようなステイ「セカンドハウスプラン」  
“シンプルなスタイル”、“所有しない贅沢”というライフスタイルに注目し、人気の連泊プラン「ヴァカ

ンツァプラン」に加え一層ゆっくりと自由に滞在していただく「セカンドハウスプラン」をご用意しまし

た。別荘で寛ぐような気ままなステイに、食事やオプションなどを自由にアレンジして別荘ライフさなが

らにオーダーメイドスタイルの滞在をお楽しみいただけるプランです。なお、本プランは 3 泊以上からご

利用いただけます。 
 
【期間】2014年 7月 1日（火）〜9月 30日（火） 
【料金】スタンダードツイン	        8,000円〜 
        スーペリアツイン	         10,160円〜 
	 	 	 	 ラグジュアリーメゾネット	 14,480円〜 
	 	 	 	 (1室 2名利用時 1名料金、税・サービス料込) 
【内容】①朝食/ブランチ、ランチに変更可（10:00〜14:30） 
        ②昼食/ダイニング『moment』利用 10％オフ 
	 	 	 	 ③夕食/ダインング『moment』利用 10％オフ 
	 	 	 	 	 	 	  ルームサービス対応 
	 	 	 	 	 	 	 （シェフのお任せメニュー、SOBA BARメニュー、 
	 	 	 	 	 	 	 	 ラウンジ軽食メニュー） 

※ ①②はサンドウィッチボックス対応可 
※ 滞在中 1回、夕食時寿司会席対応可（7,560円、9,720円より選択） 
※ 日程により料金の変動有り 

【特典】滞在中に 1回、SOBA BARでざる蕎麦を提供 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

THE BOSCO RETREAT Column 1 
 
リゾートの真髄を伝える、野尻湖国際村  
 
軽井沢と同様に大正時代から続く別荘地として知られる野尻湖。中でも国

際村は、開村当初の趣を現在に残しながら湖畔の森の中に簡素な建物が点

在し、その佇まいは北欧のシンプルで機能美にあふれるサマーハウスを彷

彿とさせます。注目すべきは今なお残る、建築家であり、熱心なキリスト

教伝道者でもあったウィリアム・メレル・ヴォーリズが手掛けたコロニア

ルスタイルを主体とした建築様式の建物の数々。別荘はもちろんのこと、

集会所や教会などの佇まいが自然と調和する風景は、別荘地やリゾートの

本来の姿を語りかけてきます。 

 信濃村教会 



THE BOSCO RETREAT 
ザ・ボスコ リトリート 

 
ホテルのある長野県信濃町は、森と湖の町です。ゴルフやクルージング、ヨット、水上スキー、フィッシ

ングといったマリンスポーツをはじめ、多彩なアクティビティを堪能いただけます。ザ・ボスコ リトリー

トでは、雄大で懐深い自然豊かなこの地域ならではの様々なプログラムを提案します。社会生活から離れ

て心身を解放しエネルギーをチャージする、ボスコ・スタイルのステイを体験してみてはいかがでしょう。 

 

Nature 
◇YOGA 的森林セラピー＆森のお茶会	 

専門のメディカルトレーナーとエルボスコのお庭の森を散策しつつ、

ヨガの呼吸法を使って身体に一番のご馳走である森の生まれたての

酸素を身体中に吸い込みながら、森のエネルギーを取り込みます。さ

らに、信州ならでは果物の保存食や季節の野菜を使った「おこびれ」

（信州の方言でおやつ）と野草ブレンド茶でティータイムをお楽しみ

いただいけるプログラムです。	 

	 

【日程】2014 年 7 月 29 日（火）、8 月 5日（火）	 

	 	 	 	 ※チェックアウト日に催行	 

【料金】スタンダードツイン	 20,500 円	 

	 	 	 	 スーペリアツイン	 	 22,660 円	 

	 	 	 	 (1室 2名利用時、1泊 2食付、税・サービス料込) 
	 	 	 	  オプション料金	 	 	   3,500円（1名） 
【所要時間】120分	 

【読者お問い合わせ・予約受付】 

野尻湖ホテル エルボスコ 

〒389-1302	 長野県上水内郡信濃町古海 4847 

TEL：026-258-2111  フリーダイヤル：0120-5489-38	  

www.nojirikohotel-elbosco.com	 または	 info@nojirikohotel.com 

THE BOSCO RETREAT Column 2 
 
森の恵みと暮らしの知恵を学ぶ  
信濃町のアクティビティ	  
 
自然豊かな長野県・信濃町に位置するエルボスコの周囲には、美しい森が点在

しています。エルボスコの森やメディカルセラピー基地として認定されている

「癒しの森」では、様々なプログラムを体験できます。鉄分を含む湧き水を使

い水墨画のように葉脈まで写しとれる草木染体験「鉄泥染め〜うつし手ぬぐい

〜」をはじめ、自然との一体感を味わえる「ツリークライミング」やメディカ

ルトレーナーと共に森を歩く「森林セラピー」など、森の恵みと暮らしの知恵

を森を散策しながら学びます。 
 



 

野尻湖ホテル エルボスコ／NOJIRIKO HOTEL EL BOSCO 

 

 

野尻湖ホテル エルボスコは、上信越高原国立公園の湖と森に囲まれた中に位置し、建築家の巨匠	 清家

清の建築による別荘を思わせる佇まいの原型をなるべく残し、建築美を強調しながらミッソーニカラーな

ど現代の「色」を入れ、より自然を美しく見せるデザインへと改装して 2008年にリニューアルオープンし

ました。全客室、野尻湖を望むピクチャーウインドウになっています。 

 

【ホテルコンセプト】 

	 野尻湖ホテル エルボスコは、「泊る」「食べる」「遊ぶ」「学ぶ」「癒す」のすべてのテーマにおいて「自

然と共生する」ことをコンセプトに、40－50代の大人の世代をターゲットにした隠れ家的リゾートホテル

と位置づけ、「時間を慈しみ自然を愛でる BOSCOスタイル」「読書するためのホテル」「朝、目覚めたら森

の中」のスタイルをかかげ、「男性が自分の休暇のために選ぶリゾート」を目指しています。“食”は、信

濃や越後を中心とした地元食材をその土地の文化とともに五感で楽しめる“シナノストロノミー”。素材に

程よく手を加えジャンルにとらわれない調理法で、「食材の“旬”に感動する瞬間（moment）」をご体験

いただけます。 

 
 

 

所在地：	 〒389-1302	 長野県上水内郡信濃町大字古海 4847	 	 	 	 	 	 Map	 	 	 	 	 	 	  

TEL: 026-258-2111	   FAX: 026-258-3205	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 www.nojirikohotel-elbosco.com 
開業日  ： 1984年 7月 25日（2008年 4月 25日リニューアル） 

建物概要： 敷地面積／41,553㎡（12,569坪） 

           	 建築面積／3,040㎡ (921坪)             

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ホテル延床面積／5,229㎡ (1,584坪) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 階層／（ルーム棟）	 	 	 地上 1階部分 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （パブリック棟）  地上 2階、地上 3階部分 

営業施設： 客室数／50室（ツイン、メゾネット、メゾネットスイート） 

             会議室／1 

	 	 	 	 	 	  レストラン／3	 ダイニング「moment」、ラウンジ、SOBA BAR 

	 	 	 	 	 	  その他／遊歩道、駐車場 

	 	 	 	 	 	  チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00 

  

    

   【アクセス】 

Ø お車でお越しの場合 

	 	 ・	 	 関越自動車道	 練馬 I.C.より上信越自動車道	      

      信濃町 I.C.まで 246km （約 3時間） 

・  上信越自動車道	 信濃町Ｉ．Ｃ．より 7ｋｍ（約 15分）  

・	  上信越自動車道	 妙高高原Ｉ．Ｃ．より約 9ｋｍ（約 8分） 

Ø 電車でお越しの場合 

・  東京駅より長野新幹線、信越本線利用で黒姫まで２時間半 

・  信越本線	 黒姫駅よりタクシーで約 15分（約 3,000円）  

・  信越本線	 妙高高原駅よりタクシーで約 15分（約 3,000円） 

 


