旧軽井沢 ホテル音羽ノ森からみなさまへ
音羽ノ森の
「今」をお届けします。
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Otowa in winter

〈クリスマス美食会〉
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音羽ノ森５人のシェフでつくる
スペシャルメニュー

フレンチ重

二〇二〇

心地よいジャズの音色と
立原綾乃の優しい歌声に包まれながら
一夜限りの音羽ノ森クリスマスフルコースを
五感でお楽しみください。
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Stay Plan

3段「和」
「フレンチ」
「温製」 38,000円
2段「和」
「フレンチ」30,000円
2段「フレンチ」
「温製」 25,000円
ポイント
対象

〈星野温泉
「トンボの湯」入浴券付きプラン〉
1泊朝食付 10,000円～ 1泊2食付 15,000円〜
表示料金はおひとり様の料金です。

星野エリアにある源泉掛け流しの名湯「トンボの湯」入浴
券が付いた、冬にぴったりなプラン。その泉質はとても軟
らかく「美肌の湯」とも呼ばれています。氷点下の中、綺
麗な星空を眺めながら入る露天風呂は格別！ 冬の軽井沢
だからこそ楽しめる宿泊プランです。

クリスマスランチ＆ディナー
大切な方とのクリスマスを、今年はレストラン「桂姫」で。
シェフが心を込めてご用意する期間限定の特別ランチ＆
ディナーで、素敵なひとときを演出します。
12/1（日）〜12/25（水） 全席予約制
ランチ おひとり様     8,000円 11:30～14:30（LO）
ディナー おひとり様12,000円 17:30～20:30（LO）
〔クリスマスディナー付き宿泊プラン〕
1泊2食付き おひとり様18,000円～

ポイント
対象

レディースランチ

◌︎信州ポーク肩ロースのコンフィ
◌︎信州プレミアム牛のポルト酒煮込み
◌︎ブイヤベース（大王岩魚・帆立・海老）
◌︎青バツ豆と国産牛のグラタン
◌︎栗入りクラッシックショコラ

ご予約受付期間：〜12/20
（金）
（送料別途）
お引き渡し期間：12/30
（月）
・31
（火）＊クール便にて配送可

立原 綾乃（たちはら あやの）／シンガー

東京で生まれ育ち、オーストラリアとアメリカでの生活、
ヨーロッパや北欧を中心に世界を巡る旅を経て、幼い頃
から故郷のように親しんだ軽井沢に暮らしの拠点を置く。
Jazzとオリジナル曲のライブやコンサートの他、歌の即
興演奏などのアートパフォーマンスなども定評がある。

温製料理重

◌︎信州サーモンと大王岩魚のタルタル
◌ズワイガニと帆立のクレープ巻
◌国産牛スネ肉のマデラ酒煮込み
◌信州ポークリエットのショーフロアー
◌フォアグラのマカロン
◌塩ウニ・トリュフ・ジャガイモのサラダ
◌牛タンとジャガイモのマスタード風味
◌トマトのファルシ
◌オマール海老と真鯛 信州サーモンのテリーヌ
◌フォアグラのテリーヌ イチジクとクルミ添え
◌ドライフルーツと
ピスタチオ入りクリームチーズのディップ

お好きな組合わせを
ご家族皆様でご堪能ください

12/8(日)17:00受付 17:30開宴 会場「三笠」
おひとり様18,000円 ＊フレンチ８品 フリードリンク付き
〔美食会＋朝食付き宿泊プラン〕
12/8(日) おひとり様25,000円
Special Live

◌伊勢海老黄金焼
◌北海道産数の子の醤油漬け
◌白バイ貝含め煮
◌軽井沢産花豆蜜煮
◌花蓮根酢漬け
◌信州サーモン昆布巻き
◌栗きんとん
◌大槌産帆立の梅肉焼
◌伊達巻
◌金柑（塩昆布とクリームチーズの打込）
◌諏訪湖産わかさぎの田作り黒酢仕立
◌柚子かま（クルミと鶏むね肉の味噌和え）
◌お煮しめ（どんこ・金時人参・こんにゃく・
里芋・ごぼう・絹サヤ）

貸出タオルも含まれますので手ぶらでご利用いただけます。
送迎はございませんので、ご自身のお車もしくは公共交通機関を
ご利用ください。

＊2段・3段ともに4名〜6名様用となります。

ハピネス

〈Happinessプラン〉
デラックス
1泊2食付 デラックス
19,500円～ ハイ
21,500円
ツイン
ツイン
表示料金はおひとり様の料金です。

誕生日や記念日など、特別な日をお祝いするための嬉し
い特典付きプラン。ご希望により別途、花束のプレゼント
やプロカメラマンによる記念写真の撮影をはじめ、サプラ
イズのご相談にもスタッフが全力でお手伝いいたします！
幸せな思い出を作るハピネスプランをぜひご利用ください。
①お部屋をワンランクグレードアップ

３つの特典 ②ご夕食時のワンドリンクプレゼント

③ご夕食の最後にホールショートケーキプレゼント

ご好評につき、今年も毎週火曜・水曜にレディースランチ
をご用意！ 通常3,500円のコースを、女性に限り2,500円
でご案内いたします。
「食の音羽」のランチをリーズナブルに楽しめるこの機会
にぜひご家族で、グループでお越しください。
毎週火曜・水曜（祝日・年末年始・特定日を除く）
女性限定ランチコース 2,500円

ポイントマークは OTOWA SWEET HOME CARD 会員の皆さんにポイントが付与されます。（割引は対象外）

＊価格はすべて税抜き表記となります。

Winter Events

〈クリスマスイヴ礼拝〉
12/24
（火）16:30〜

〈軽井沢ウィンターフェスティバル〉

参加無料

2019.11/23
（土）〜2020.3/1
（日）

毎年恒例の旧軽井沢礼拝堂でのクリスマスイヴ礼拝。大
切な方とご一緒に、みんなでクリスマスをお祝いしましょう。

期間中、イルミネーションをはじめ軽井沢の冬を盛り上げ
るイベントが盛り沢山。

〈クリスマスマルシェ〉

11/23
（土）14:00～19:00
場所：軽井沢本通り
（軽井沢駅北口）
本通りの一部を歩行者天国にし、軽井沢町内から
沢山の店舗が集まりマルシェを開催。音羽ノ森も
出店いたします！

〈ウィンター花火大会〉
〈ご予約・お問い合わせ〉
旧軽井沢ホテル音羽ノ森 ブライダル部 TEL0267-41-1181(10:00～19:00)

〈2019-2020カウントダウンパーティー〉
12/31
（火）23:00〜

参加費2,000円

令和初の年越しをホテルで過ごしてみませんか？音羽ノ森
カウントダウンパーティーは、フィンガーフードや年越し蕎
麦でお腹を満たし、恒例の大抽選会で心を満たす、欲張
りな楽しいパーティーです。一年の締めくくりと新年のスター
トをみんなで盛り上げましょう！

〈お正月を遊ぼう〉

1/1
（水）〜1/5
（日） 参加無料

楽しいお正月を満喫できるイベントがいっぱい！

11/23
（土）17:30～17:45
場所：矢ケ崎公園

お笑い芸人 “こてつ” をはじめ、演奏やショーなど
様々なパフォーマンスで盛り上げます。

〈軽井沢ウエディング合同ブライダルバスツアー〉
12/7(土)、21(土)、1/12(日)、2/8(土)、23(日)
参加会場：軽井沢ウエディング協会加盟会場

軽井沢ウエディング協会加盟施設にて、軽井沢の
式場を巡る無料のブライダルバスツアーを開催 !
一日でまとめて沢山の式場を見学できる機会をお
見逃しなく。
〈ご予約〉軽井沢ウエディング協会 TEL0267-41-3850

初日の出ツアー（1/1）／音羽カルタ／書き初め／昔懐かしい正月遊び

フロム・チャプレン

From Chaplain
旧軽井沢礼拝堂
司祭 マタイ 箭野直路

旧約聖書のイザヤ書7章14節に「見よ、おとめが
身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと
呼ぶ」インマヌエル預言があります。マタイ福音
書はイエスの誕生を「インマヌエル（神はわれらと
共にいます）」が実現したと考えました。事故や災害、
家族の問題などに苦しむその中に、あなたと共に

スタッフ紹介
か ん

料飲部

＊価格はすべて税抜き表記となります。
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神戸 玲緒奈（入社4年目）

結婚式のパーティーでもお手伝いをさせて頂き、毎回新
郎新婦様から幸せのお裾分けを頂いています。その時の
おふたりが記念日などに音羽ノ森へ帰って来て下さる事
がとても嬉しく、再会できる日をとても楽しみにしていま
す♪ お客様とお話をすることが大好きなので、レストラ
ンでもぜひ、気軽にお声掛け頂けたら嬉しいです！

いてくださる神として、暗闇の中に輝く光として御
子イエスが与えられたのです。それがクリスマス、
すべての人と共にいてくださる神として来て下さっ
たのです。どうか皆さんが恵みと愛に満ちたクリ
スマスを迎えられますように。

音羽ノ森 HP

音羽ノ森の最新情報を
ご覧いただけます。
ご登録は右記のQRコードより
お願いいたします。

ht t p: // w w w.hotel- otowanomori.co.jp/
〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1323-980

Tel.0267-42-7711 Fax.0267-42-7716

