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T W I N - L I N E  H O T E L 

KARUIZWA JAPAN

軽井沢倶楽部有明邸

ホテル軽井沢エレガンス ホテルグランヴェール旧軽井沢ホテルサイプレス軽井沢 ホテル ベルリネッタ軽井沢

FINE 軽井沢

ハニーショップ軽井沢

Gelateria Gina

ラ・ボロンテ

軽井沢チョコレートファクトリー 軽井沢オーガニックラボ

手作りジュエリー　金の日辻 軽井沢トラベル＆

コンサルティング

シェリダン

馬越ゴルフコース

エホンゴホン堂

和美ゴルフ練習場

軽井沢ベジビエ

軽井沢新聞社

カフェ・コンヴェルサ

マイカシミヤ

軽井沢 佐藤肉店

ホテルロッソ軽井沢 ゆとりろ軽井沢ホテル ル・モンヴェール ルシアン旧軽井沢

旧軽井沢 KIKYO キュリオ・コレ
クション by ヒルトン
à table

ベルリネッタ軽井沢 KARUIZAWA BIRDIE Lilly's Dog Care 軽井沢現代美術館 軽井沢タリアセン ノエル軽井沢

K サロン塩沢

宿泊

体験

宿泊 宿泊宿泊 宿泊

ショップ

ショップ 

スイーツ

ショップ

お土産 雑貨
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飲食

レジャー
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飲食 飲食 ショップ

雑貨・お土産・ペットグッズ

宿泊 宿泊 宿泊 宿泊

宿泊・飲食

雑貨・お土産・ファッション 雑貨・ペットグッズ ペットグッズ 美術館 レジャー 体験

ファッション

レイトチェックアウト
サービス

※公式予約サイトから１泊朝食付プラン

をご利用の方

新緑の有明写真館
特別優待価格

※ 6/24( 水 )、7/23( 木 )10:00 ～

16:00 の撮影会が特別価格 8800 円に。

テイクアウトコーヒー
プレゼント

※ 1 泊につき 1 人 1 杯

図書カード 500 円分
プレゼント

※ご宿泊いただいた方お一人様一枚

通常宿泊料金より 20％引き
10,000 円～／ 1 室（素泊
まり）
※長野県民限定

※ 1 部屋 /4 名様まで

お会計時 5%OFF
※キャンペーンについて口頭でスタッフに

お伝えください。

特製クラッカー 1 袋
(150g) プレゼント

※お土産人気ベスト 3 の詰め合わせをお

買い上げの方

スキンケアお試しセット
プレゼント

※商品お買い上げの方

ワンサイズ UP
※ジェラート注文の方

お会計前に「# 地元軽井沢を体験中」と

お伝えください。

小さなプレゼント
※キャンペーンを見たとお伝えください。

※お買い上げの方に限ります。

チョコレートボール 3 種
プレゼント

※税込み 1000 円以上お買い上げの方

※軽井沢本店のみ

定価より 20％オフ
※「SNS に投稿（軽井沢ラボ株式会社の

アカウントをメンションもしくはタグ付

けしてください。）もしくは会員登録して

くださった方。

※トライアルセット・フルセットを除く

透明石 3 種類の中から 1 石
プレゼント

※「軽井沢新聞を見た」「軽井沢ウェブを

見た」とスタッフにお伝えください

軽井沢のツアーや体験アクティ
ビティ『軽井沢スタイルドツア

ー』10% 割引
※予約時にキャンペーンを見たとお伝え
ください。

「本日のスープ」をサービス
※お食事ご注文の方

事前に要予約。

正規料金から 1,000 円割引
受付時「軽井沢新聞を見た」と言ってく

ださい。

※期限　2020 年 7 月 10 日まで

※早朝・夕涼み・他プランとの併用

はできません。

カフェチョコプレゼント
※書籍を 2 冊以上お買い上げの方

パー 3 コース正規料金から
500 円割引

練習場 1 カゴ 100 円引き
※受付時「軽井沢新聞を見た」と言って

ください。

※期限　2020 年 7 月 10 日まで

１名様につき１杯、
お好きなドリンクをサービス
※「軽井沢新聞を見た」「軽井沢体験をし

てみた」と入店時にスタッフに伝える

『軽井沢ヴィネット』定期購
読 20％ OFF

新規の定期購読に限ります。
軽井沢新聞社まで電話でお申込みくださ
い。
その際「キャンペーンを見た」旨をお伝
えください。

ランチ：デザート一皿
ディナー：ワンドリンクサー
ビス
※ランチ、ディナー利用のお客様

カシミヤのミニベア
プレゼント

※ 5000 円以上のお買い上げ

3% 値引き
※税別 2000 円以上お買い上げの方

スタンダードプランの販売料
金から 15％ OFF

アーリーチェックイン & レ
イトチェックアウト

※電話予約のみ。キャンペーンを見たと

お伝えください。

夕食時のお飲み物
1 杯サービス

※ 1 泊 2 食付きをご予約のお客様限定

お一人様 1 泊につき、
2000 円割引き

※宿泊者全員が長野県民であること。

※朝食プランも可。

館内利用券 500 円サービス
※ご宿泊頂いた方
ご滞在中に 1 回、大人 1 名様に付き 1 枚

オリジナルカクテル
1 人 1 杯サービス

※ à table をご利用のお客様

お会計時 5%OFF
※キャンペーンについて口頭でスタッフ

にお伝えください。

オリジナル無添加ペットフー
ドプレゼント

※キャンペーンを見たとスタッフにお伝
えください。
※ 2000 円以上お買い上げの方

ワンちゃんのお口のケアグッズ 
or 

無添加のおやつプレゼント
※キャンペーンについてスタッフにお伝

えください。

オリジナルノートプレゼント
※「軽井沢新聞を見た」「軽井沢ウェブを

見た」とスタッフにお伝えください

入園料２０％ OFF
※軽井沢新聞６月号またはチラシを持参

頂き、チケット購入時にお申し出下さい。

軽井沢フォトウェディングプ
ラン【１０%OFF】

※ウェディングドレス・タキシード・ヘ

アメイク着付け・写真撮影がセットにな

ったプラン。要予約

店内商品 20%OFF
( 除外商品あり )

※軽井沢ウェブを見た、軽井沢新聞を見

たと伝える。

0267-42-2121

0267-41-1885
10:00 ～ 18:00

0267-42-8188 0267-31-66440267-42-0011 0267-48-6101

0267-41-2118
7/16 まで木曜休み

0267-42-0583
不定休・10:00 ～ 18:00

０２６７-27-2114
不定休　10:00 ～ 22:00

0267-42-2288
10:00 ～ 17:00　火・水曜休み

0267-31-6630
無休・10:00 ～ 18:00

０１２０－８４９－０８３
１０：００～１８：００（火曜日定休）

0267-41-0066
10:00 ～ 18:00　定休日無し

050-3557-2396
9:30-18:00

0267-31-6005
水曜定休 6:30 ～ 15:00

0267-48-3470
6:30 ～ 16:00 

0267-31-5183
定休日　火曜日
営業時間 11 時ごろ～ 16 時ごろ（当面
の間 13 時オープン）

0267-48-0072(72 ゴルフ直通 )
定休日なし　8:30 ～ 16:00

0267-45-0501　木曜定休
11:00 ～ 14:00(LO)
17:00 ～ 20:00(LO) 予定

0267-46-3001
9：00 ～ 18：00　土日休み

0267-42-1166
火曜定休 11:00 ～ 21:00

0267-31-0468
不定休／ 10:00 ～ 17:00

0267-45-5363
9:00 ～ 18:00

0267-41-1222

03-5312-8520
0267-46-3601

0267-41-3666

0267-41-6990

0267-41-0831
水曜日定休

0267-41-1553
水曜定休・10:00 ～ 18:00

050-3697-1118
完全予約制

0267-31-5141
定休日：火・水（夏期無休）10:00 ～
16:00

0267-46-6161
9:00 ～ 17:00

0267-42-8891
水曜定休　10:00 ～ 18:00

090-2239-8803( お電話の上、お越
しください )
不定休 11:00 ～ 18:00

日和亭
飲食

食後のコーヒー 1 杯
無料サービス

※お食事していただいた方に限り

0267-31-6188
水曜定休。不定休あり


