2013 年 7 月 26 日
各 位
ホテルリゾリックス車山高原

2013 年 7 月～8 月夏季イベントのお知らせ
リゾリックス・コンサート、スクラップ・ホリック制作体験、親子スイカ割り大会など

「ホテルリゾリックス車山高原」（所在地：長野県茅野市北山 3412、総支配人：曽根孝浩）は、2013
年７月 26 日（金）～8 月 31 日（土）に夏季イベントを開催いたします。
「ホテルリゾリックス車山高原」では、ホテルスタッフが企画した夏季イベントを日替わりで毎日開催
します。八ヶ岳・富士山を望む、高原ホテルの中庭で弦楽器やボサノバの音楽を楽しむリゾリックス・
コンサートや旅の思い出写真をデコレーションしてアルバムにするスクラップ・ホリック、夏の定番親
子で楽しむスイカ割り、車山天狗伝説にちなんだレゴブロックでの天狗作り、大人数で参加するとさ
らに楽しい UNO 大会や卓球大会、星空ナイトツアーなど、ファミリーやグループの皆さまにお楽し
みいただける全 7 イベントをご用意しました。
また、ベビー用品のメーカーであるコンビ株式会社とコラボレーションし、乳児と一緒に旅行を楽し
むファミリーのための専用客室をご用意しました。ベビー用品で多くなりがちな荷物を減らして、快適
にご滞在いただけるよう、客室に便利な赤ちゃんケア用品 9 点を備えた「赤ちゃんと一緒“Combi ル
ーム”」を 7 月 26 日から販売します。
この夏はお子さまやご友人と「ホテルリゾリックス車山高原」で楽しい思い出をお作りください。
以 上
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１．夏季イベント概要
(1)リゾリックス・コンサート
【場 所】 宿泊棟広場（雨天時はロビー）
八ヶ岳・富士山を望む、高原ホテルの中庭で音楽を楽しむ夕べ。広場で間近にコンサートをお楽し
みいただけるほか、すべての客室からもご鑑賞が可能です。
①ストリングス・コンサート
【開催日】 2013年8月10日（土）、8月17日（土）
【時 間】 18:00～、20:30～の 2 回公演

約 30 分間

【出演者】 NYT（エヌワイティ）※
バイオリンとギターのインストゥルメンタルデュオ“NYT（エヌ
ワイティ）”がオリジナル曲や車山高原にふさわしい「星」「雲」
「風」にまつわる曲を奏でます。高原の澄んだ空気に響く弦
楽器のアコースティックな音色が癒しの時間をお届けします。

リゾリックス・コンサート イメージ

【演奏予定曲目】
「星に願いを」、「天空の城ラピュタ」、「ラバーズコンチェルト」、「カノン」、「Tsunami」のほか
オリジナル曲「スタートライン」、「風のシンフォニー」、「モンスター」、「夏空少年」 など
※NYT（エヌワイティ）プロフィール

2009 年、バイオリンの那由多（なゆた）、ギターの哲也で結成したインストゥルメンタルデュオ。
2012 年、オリジナル楽曲「スタートライン」で、やまなし県民文化祭「山梨ポピュラー音楽祭」で優秀
賞を受賞。山梨を中心に全国で活動中。

ボサノバ・コンサート
【開催日】 2013年8月21日（水）
【時 間】 18:00～、20:00～の 2 回公演

約 30 分間

【出演者】 ボサノバ・デュオ
ボサノバ弾き語りのナナマリとフルートでブラジル音楽を奏でる赤羽泉美の二人組が、車山の自然
を連想させる繊細かつ情熱的なサウンドを皆さまにお届けします。

赤羽泉美

ナナマリ

【演奏予定曲目】
アントニオカルロスジョビン作曲「イパネマの娘」などボサノバの代表曲や車山高原にちなんだ曲

※ ボサノバ・デュオプロフィール

・ナナマリ
ブラジル音楽に傾倒し、2005 年よりボサノバ弾き語りの演奏活動を開始。
2008 年シンガーソングライターとして、1st アルバム「雨粒」を発表。
・赤羽 泉美（あかはね いずみ）
フルート奏者。国内唯一のブラジル音楽専門ピアニスト今井亮太郎氏との共演をきっかけに、ブラ
ジル音楽に出会い、独特のグルーヴと音の美しさに魅せられ、ボサノバ・サンバの演奏を始める。

(2)スクラップ・ホリック制作体験
【開 催 日】 夏季イベント期間中の毎週日曜日（7/28、8/4、8/11、8/18、8/25)
【場

所】 3階 ジュピールクラブ

【時

間】 10:00～

【料

金】 500円

約50分間

旅行中に撮った写真をマスキングテープや紙雑貨を使用しデコレー
ションしながら思い出アルバムを作るスクラップ・ホリックの制作体験
です。ホテルのスタッフが作り方を説明します。
(3)親子スイカ割り大会
【開 催 日】 夏季イベント期間中の毎週月・金曜日（7/26、7/29、8/2、8/5、8/9、8/12、8/16、8/19、
8/23、8/26、8/30)
【場

所】 宿泊棟北側スペース

【時

間】 1７:00～

約30分間

夏の定番スイカ割りをお子さまがアタッカー、親御さまがナビゲータ
ーとなり、親子で力を合わせて行っていただきます。スイカを割った
親子にはプレゼントをご用意しています。大会の後はスイカを召し上
がっていただきます。
(4)レゴブロックで天狗を作ろう！
【開 催 日】 夏季イベント期間中の毎週木・土曜日(7/27、8/1、8/3、8/8、8/10日、8/15、8/17、
8/22、8/24、8/29、8/31)
【場

所】 1階ロビー

【時

間】 16:30～

約40分間

車山天狗伝説※にちなみレゴブロックで天狗を作っていただきます。
作った作品と一緒にお子さまの写真を撮影し、チェックアウトまでに
プレゼントします。
※400年以上前の諏訪地方の話。高島城築城の際、あまりの難工事に耐えかね、車山高原のくるみ池に逃げ込んだ

若者が天狗の始まりだと伝えられています。鍛えられた体で山野を駆け巡る姿や、人知を超えた現象もたびたび目撃
されたとのことです。

(5)みんなの UNO 大会
【開 催 日】 夏季イベント期間中の毎週火曜日（7/30、8/6、8/13、8/20、8/27)
【場

所】 3階 ジュピールクラブ

【時

間】 16:30～ 約30分間

カードゲームのUNOを3セット使用したオリジナルルールにて実施します。
各ゲームの勝利者には賞品をプレゼントします。

(6）卓球大会
【開 催 日】 夏季イベント期間中の毎週水曜日（7/31、8/7、8/14、8/21、8/28）
【場

所】 3階 ジュピールクラブ

【時

間】 16:30～

約40分間

参加チームによるトーナメント方式の卓球大会です。賑やかにいい汗を流し
てください。優勝チームには賞品をプレゼントします。
(7)星空ナイトツアー
【開 催 日】 夏季イベント期間中毎日
※8月12日（月）はペルセウス座流星群観察会
【場

所】 ホテル正面駐車場

【時

間】 20:30～

約30分間

ホテルスタッフが秘密の星座観測スポットへご案内します。明かりの
少ない車山高原では満天の星をご覧いただけます。高原の爽やか
な空気と天然のプラネタリウムをお楽しみください。
◎夏季イベント一覧はこちらをご覧ください。→ http://www.resorix.jp/event.html
２．「赤ちゃんと一緒“Combiルーム”」誕生
【販売開始日】 2013年7月26日（金）
【宿 泊 料 金】 1室2名さま利用時1名さま料金(1泊夕・朝食付き） 14,300円～ (＋入湯税150円）
【客 室 タイプ】 フラットツイン
【客 室 備 品】 赤ちゃんケア用品9品をご用意
ラトル

【そ の 他】 赤ちゃん用おもちゃ（ラトル）を１点プレゼント

ベビー用品のメーカーのコンビ株式会社とコラボレーションし、赤ちゃんと一緒に旅行を楽しむファミ
リーのための専用客室をご用意しました。赤ちゃんのことを考えると多くなってしまう荷物を減らして、
快適にご滞在いただけるよう、コンビ株式会社がお客さまの声をもとに選んだ便利な赤ちゃん用品9
点を客室に備えました。
「赤ちゃんと一緒”Combiルーム」詳細
①ベビーチェア
②バスチェア
③補助便座

②バスチェア

④おむつ専用ごみ箱
⑤ミルク作り調乳ポット

④おむつ専用ごみ箱
①ベビーチェア

⑥哺乳びん＆乳首洗浄ブラシ
⑦おもちゃ（コップがさね）
⑧全身ボディーソープ
⑨キッズコーナー
※ご滞在中にのみご使用いただけます。
※⑧～⑨はCombi製品ではありません。

⑤ミルク作り調乳ポット

⑦おもちゃ（コップがさね）

◎客室備品のほか、Combiベビーカー（F2）と抱っこ紐（ニンナナンナマジカルコンパクト）を貸出し品として
ご用意しています。ご希望の場合は、ホテルスタッフにお申し出ください。

抱っこ紐
ベビーカー

＜「ホテルリゾリックス車山高原」概要＞

屈指のドライブスポット「ビーナスライン」のハイライトとも言える白樺湖と霧ヶ峰の間に位置する
「車山高原」の麓、標高 1600ｍに佇む、自然と一体化できる高原のリゾートホテルです。首都圏か
ら約 3 時間、名古屋から約 3 時間半の好アクセスで、周辺には「蓼科」や「諏訪湖」があり、年間を
通じてドライブやトレッキング、ウインタースポーツ、野鳥や高山植物の観賞など四季折々のアクテ
ィビティをお楽しみいただけます。
客室からは八ヶ岳連峰が一望でき、晴れた日には遠くに富士山を眺めることもできます。山々の
眺望が美しいレストランでは、関西の有名なホテルで料理長を歴任してきたシェフが腕を振るいま
す。大浴場の内湯はアルカリ性単純泉の芹ケ沢温泉、開放感溢れる露天ジャグジーは車山湧水
の天狗水（てんごんすい）を使用しています。芹ケ沢温泉は神経痛、筋肉痛などへの効能があり、
天狗水はミネラルが豊富で美肌効果が高いとされています。
「ホテルリゾリックス車山高原」は旅先での至福と癒し、新しい感動を従業員一同心をこめて提
供してまいります。
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中央自動車道 諏訪 I.C.より車で 45 分
JR 茅野駅より路線バス 60 分（送迎バスあり）

運

営

会

社

ブルーウェーブ株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】
ホテルリゾリックス車山高原

担当：曽根 孝浩

【ホームページ】

TEL：0266-68-3313

http://www.resorix.ｊｐ

