2020 年 7 月 1 日

世界最大級のネットワーク ホリデイ・インブランドより、
国内 2 軒目となるホリデイ・インリゾート®「ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」
国内外から人気の観光地、立山黒部アルペンルートに近い長野県大町市に 7 月 1 日（水）開業

2020 年 7 月 1 日（水）、インターコンチネンタルホテルズグループ(IHG®)は、豊かな自然、歴史、文
化に恵まれた長野県大町市に「ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」を開業します。立山黒
部アルペンルートの玄関口からほど近い、手つかずの自然の中で過ごす最高のマウンテンバケーション
体験ができる屈指のマウンテンリゾートです。
「ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」では、同ブランドが掲げるテーマ「心から笑顔にな
れる楽しいこと。家族で遊んで学び、思い出を作ること。」を軸に、北アルプスの雄大な自然に恵まれ
たデスティネーションで、すべてのゲストに、ドキドキわくわく、心に残る冒険と発見を、アクティビ
ティを含めた滞在体験を通じて提供し、本物のリゾートステイへエスコートします。
47 万平米の広大な敷地の中に立つリゾート内には、葛温泉 100%の引き湯を内湯・貸切風呂のみなら
ず、北アルプスの森を一望できる露天風呂でも楽しめるこだわりの天然温泉のほか、一面のガラス窓と
天井から降り注ぐ日差しから夕焼け・星空を眺めながら、お子様も大人の方もウォーターアクティビテ
ィを 1 年中満喫できる室内温水プールや、非日常の空間で心も体も解きほぐすスパ体験をご用意。ま
た、24 時間利用可能なフィットネス、9 ホールの戦略性豊かなレイアウトの山麗コースで、要所に自然
を生かしたハザードも設置されたゴルフコース、全天候型の 3 面のテニスコートで運動も楽しんでいた
だけます。さらに、北アルプスに生息する動物や冬のモチーフでデザインされ、幅広い年代のお子様が
楽しめる玩具やワークショップを提供するキッズクラブ、ホテル近隣で満喫できる大町ならではの四季
折々の自然のアクティビティと観光情報を提供するリゾートセンターも完備しております。
天然温泉、室内温水プール、スパ、ゴルフとホテル近隣の自然のアクティビティはご宿泊のお客様だけ
でなく、近隣にお住まいの方やドライブでお越しのお客様に日帰りでもご利用いただけます。
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長野・信州の旬の食材をお楽しみいただけるダイニングプレイスでは、マウンテンリゾートならではの
フードプレゼンテーションをご用意。目で楽しく、食べて美味しい、お子様からご年配の方まで幅広い
方にお楽しみいただけるお料理が自慢です。キッズ＆ファミリーフレンドリーとして知られている同ブ
ランドコンセプトの一つである「Kids Stay & Eat Free (キッズステイ & イートフリー)」では、12 歳
未満のお子様を対象とし、添い寝と専用フードメニューのご飲食が無料でお楽しみいただけます。
階数

客室（全73室）

1-5階
スタンダードダブル

18室

20.6㎡～

スタンダードツイン

24室

20.6㎡～

スーペリアツイン

13室

37㎡～

デラックスツイン

8室

49㎡

キッズスイート

3室

42㎡

ファミリールーム

2室

54.1㎡

アラカルト・ティータイム：10:00～17:00 /

モダンジャパニーズルーム

3室

54.8㎡

バータイム：17:00～22:00

デュプレックス

2室

73㎡

オールデイダイニング : 「ボタニカ」レストラン
108席、個室2室 最大20名
朝食：06:30-10:30 / ランチ：11:30-14:30 /
レストラン＆バー

ディナー：17:30-21:00
ロビー カフェ &バー : 「エデン」カフェ＆バー

L.O.各30分前、全面禁煙

男湯・女湯ともに、内風呂、肩掛け湯、露天風呂
温泉 & 岩盤浴

を完備。宿泊客のみ利用可能な貸切風呂1ケ。
仰臥位、着座式の岩盤浴も完備。

プール

屋内温水プール

＆フィットネス

フィットネスジム 24時間

日向山ゴルフコース(9ホール)、パターゴルフ、
その他付帯施設

オールウェザーテニスコート、屋外足湯、
スパ*

*開業日未定

大切な人と安心・安全に楽しむマウンテンリゾート
新型コロナウィルスの影響が続く時期での開業を迎えるにあたり、「ANA ホリデイ・インリゾート信濃
大町くろよん」では、IHG が定めるクリーンプロミスを遵守し、安心・安全なリゾートホテルとして、
お客様をお迎えする準備をしております。https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/
また、お客様が旅行を安心・安全にお楽しみいただけるよう、ホテルのロケーションやブランドコンセ
プトを生かし、三密を避けオープンエアで楽しめるアクティビティの提供、アウトドアブランドとのタ
イアップイベントの開催、ワーケ―ション推進宿泊パッケージの販売、長野・信州の旬の食材を使用し
たテイクアウトメニューの提供等を企画、準備しております。
わくわくドキドキの体験と発見がいっぱい。信州の広大で美しい自然に包まれて経験する喜びと感動の
数々。お土産は、大切な人と心に刻んだ、たくさんの想い出。ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町く
ろよんで最高の体験を満喫ください。
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ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんを満喫できる宿泊プラン
ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんを含む、全35軒のインターコンチネンタルホテルズグル
ープホテルにて、2020年7月31日までの期間限定で、「今だから行きたい！安心・安全に楽しむショー
トトリップキャンペーン」を実施しています。週末などを利用して、三密を避けながら安心に楽しめる
アクティビティや非日常の体験を、ご家族やご友人とマウンテンリゾートホテルで楽しむことができま
す。お子様が喜ぶカブトムシ採取や、大人も充実感のあるレイクサイドサイクリングなどのアクティビ
ティが楽しめるのもこの季節ならでは。夏休みのご予定を立てるなら早めのご予約がおすすめ。対象予
約期間 : 2020年7月31日まで／対象滞在期間 : 2020年8月31日まで
3つのスペシャル特典：
1. 最大32時間のご滞在
2. 2名様まで朝食無料
3. 次回のご滞在時に利用可能のレストランバウチャーをプレゼント

(利用可能期間: 2020年8月1日 - 9月30日）

キャンペーン詳細及びご予約：https://www.anaihghotels.co.jp/plan/relax-longer
【ホテル概要】
名称
：ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん
総支配人
：巽 陽一
開業日
：2020 年 7 月 1 日(水)
所在地
：〒398-0001 長野県大町市平 2020
電話番号
：0261-22-1530
延床面積
：敷地面積 13,349.9 ㎡ 建築面積 6,173.96 ㎡ 延面積 11,024.4 ㎡
電車をご利用の場合
JR 松本駅経由 松本駅→JR 大糸線信濃大町駅下車後、タクシー又は路線バス日向山高原下車(約 15 分)
JR 長野駅経由 北陸新幹線長野駅→特急バス「ホリデイ・インリゾートくろよん」停留所下車
車をご利用の場合
東京よりお越しの場合
中央道にて長野道を経由し、安曇野ＩＣ→北アルプスパノラマ道路～県道大町扇沢線
関越道にて上信越道を経由し、長野ＩＣ→白馬長野有料道路～県道大町扇沢線
大阪よりお越しの場合
名神～中央道にて長野道を経由し、安曇野ＩＣ→北アルプスパノラマ道路～県道大町扇沢線
飛行機をご利用の場合
松本空港よりお車で所要時間約 1.5 時間 (交通事情による)
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ホテル公式ホームページ：https://www.kuroyon.holidayinnresorts.com
ご 予 約：0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）
ホリデイ・インホテルズ&リゾーツについて：
ホリデイ・インブランドは、1952 年より世界中で、「Joy of Travel」をコンセプトにたくさんの旅行者たちをお迎
えしてきました。グリーンのアイコニックなサインが特徴的なホリデイ・インホテルズは、心温まるサービスとコン
テンポラリーなデザインでビジネス、レジャー、そしてファミリーに思い出に残る体験をお届けしています。ホリデ
イ・インホテルズでは、仕事や遊ぶために必要なアメニティをはじめ、子供は朝食無料となるフルサービスのレスト
ラン、ミーティングやビジネス設備や快適にお過ごしいただけるパブリックエリアなど、ご旅行をより楽しいものに
する設備をご用意しています。詳細は、IHG 公式サイト www.ihg.com または、ホリデイ・インブランド公式サイ
ト：www.holidayinn.com をご覧ください。
IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて
IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、下記の幅広いホテルブランド
のポートフォリオを有する、インターナショナル企業です。
シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&
リゾーツ, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, EVEN ホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾー
ツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, voco™, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレ
ス, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, avid ホテルズ, ステイブリッジ スイーツ, Atwell スイーツ, キャンドル
ウッド スイーツ
世界約 100 ヶ国に 5,900 ホテル、884,000 室を展開するグローバルホテルオペレーターです。さらに、世界、約
1,900 軒のホテルが開発中となっています。また、IHG のロイヤリティプログラム、IHG リワーズクラブは、世界
最大級のロイヤリティプログラムで、現在、世界 1 億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただいてお
ります。InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社であり、英国に設立、英国およびウェール
ズに登録されています。現在世界中の IHG ホテル及びコーポレートオフィスには、400,000 人を超える IHG チー
ムメンバーがおり、日々世界中から集まるお客様をお迎えしています。
日本国内では、2006 年 12 月に、IHG と ANA の業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテル
ズグループジャパンを設立。2019 年 12 月現在、国内 33 ホテル、約 10,000 室を展開しています。その内、9 軒
がインターコンチネンタル、19 軒が ANA クラウンプラザ、5 軒がホリデイ・インのブランドの下に運営していま
す。また、2020 年 1 月には新規ブランドとしてホテルインディゴ箱根強羅を開業。さらに 2020 年には、ANA ホ
リデイ・インリゾート信濃大町くろよん、KIMPTON SHINJUKU TOKYO（キンプトン新宿東京）、2021 年には、
ホテルインディゴ犬山有楽苑、2022 年にはインターコンチネンタル沖縄美ら SUN リゾートの開業を予定しており
ます。
<2019 年 12 月 31 日現在>
IHG グローバルサイト: www.ihg.com
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp
IHG グループサイト: www.ihgplc.com
本件に関するお問い合わせ先
ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん
PR/マーケティングマネージャー 山田華代 TEL：0261-22-1530 E-mail : kayo.yamada@ihg.com
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