
Press Release              2021 年 5 ⽉ 15 ⽇          

報道関係各位           ⽩井屋ホテル株式会社          
 

⽩井屋ホテル 宿泊者限定 
⾃然に触れ、⼼⾝をゆたかにする３つのウェルネス・アクティビティ 提供開始 
 
前橋のアートデスティネーション「⽩井屋ホテル」を運営する⽩井屋ホテル株式会社（群⾺県前橋市本町、代表取締役︓ 
⽮村功）は、ホテルで本格的なアートやデザイン、⾷を堪能するとともに、⽇常の喧騒から離れ、群⾺が誇る⼤⾃然を全⾝で
体感する「エコハイキング」と「レイクカヌー」、そして⽩井屋の歴史をつなぐ空間で気軽にお茶に親しむ「茶道体験」、３つのウェ
ルネス・アクティビティのご提供を開始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
●⾕川岳⼀ノ沢で⽔と緑を感じる「エコハイキング」 
 

ユネスコエコパークに認定された利根川源流、みなかみ町。
⽇本百名⼭のひとつ、⼭並みが美しい「⾕川岳」⼀ノ倉沢
で気軽に楽しめるハイキングを、⾃然を知り尽くしたプライベ
ートガイドがご案内します。 
利根川の最初の⼀滴を⽣み出す群⾺県みなかみ町には、
⽩井屋ホテルのある前橋から⾞で 1 時間強。 
冬の厳しい⾵雪を乗り越えた⽊々に新たな命が芽吹くこの
時期。新緑のブナやサワグルミなどの⽊漏れ⽇を浴び、雪の
回廊を歩き、爽やかな⾵、⼩⿃のさえずりや沢や葉擦れの
⾳、そして突然現れる、雪の残る⼀ノ倉沢の⼤岩壁の迫
⼒などを、恵みの⽔を⽣み出す雄⼤な⾃然のなかでゆっくり
と過ごしながら体感し、⽇頃の疲れを癒やすことができる、プ
ライベートツアーです。 
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＜概要＞ 
■開催期間︓2021年5⽉ 21 ⽇（⾦）〜6⽉中旬 
■所⽤時間︓７時間程度 
■料⾦︓1 グループ（1〜3名）￥40,000、4名様以上追加料⾦ ￥12,000 / 1 名様 
※プライベートガイド、移動、昼⾷、飲み物、お菓⼦付き。 
※昼⾷には地元⾷材がいっぱい、ボリュームたっぷりの「わっぱめし」弁当をご提供。 
※お⼦様も同料⾦。 
■⾏程   
8:50 ⽩井屋ホテル集合 
9:00 ⽩井屋ホテル出発 ⾞移動 -関越⾃動⾞道- 
10:20 ⾕川岳インフォメーションセンター⾒学 
10:40 ハイキング往路開始 
11:30 マチガ沢到着 
12:05 ⼀ノ倉沢出合到着 昼⾷ 
12:45 ⼀ノ倉沢出合出発 
13:10 幽の沢の湧⽔到着 湧⽔でカフェタイム 
13:40 ハイキング復路開始 
15:10 ⾕川岳インフォメーションセンター到着 
15:15 ⾕川岳インフォメーションセンター出発 ⾞移動 -関越⾃動⾞道- 
16:30 ⽩井屋ホテル到着 
■ガイド   
⼿嶋常久（てしまつねひさ）  
1979年⽣まれ 埼⽟県出⾝  
スプリットボードガイド 登⼭ガイド 
■持ち物︓⾬具、防寒具、運動靴（サンダル不可）、リュックサック、帽⼦ 
■お⽀払い ︓当⽇ガイドに直接お⽀払いください。（現⾦のみ） 
■予約受付︓実施１週間前まで 
■キャンセルポリシー︓1週間前:30％ 2⽇前:50％ 当⽇:100％ 
■予約受付︓⽩井屋ホテル 電話番号︓027-231-4618 
&お問い合わせ https://www.shiroiya.com/activity/hiking 
※到着時間はコースにより前後します。 
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※⾬天実施。ただし、台⾵など危険が及ぶ恐れがある場合はツアーを中⽌にする場合があります。 
※当ツアーは⽇本⼭岳ガイド協会、賠償責任保険に加⼊しています。 
※参加は、⼩学⽣以上とさせていただきます。 
■新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のために 
⽩井屋ホテルでは、新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、ホテル館内の感染対策（アルコール消毒・ソーシャルディスタン
スの確保・換気）従業員の健康状態の確認、お客様への協⼒のお願い（マスク着⽤・検温・アルコール消毒・健康状態の確
認など）を⾏い、安⼼してご利⽤いただけるよう適切な感染対策を実施しています。当⽇健康や体調に不安がある⽅は、来
館をお控えください。 
来館くださいます際は、対策への協⼒をお願いします。 
⾞中での移動の際も、マスクの着⽤をお願いします。ハイキング中にハイカー同⼠がすれ違う場合は、⼝元を覆うなどのエチケッ
トをお守りください。こまめな⽔分補給もお⼼掛けください。道中気分がすぐれない場合は、直ちにガイドにお申し付け願いま
す。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
●コバルトブルーの湖上を気ままに漂う「レイクカヌー」 

 
【半⽇ツアー】 
群⾺県北部、吾妻郡にある四万湖（しまこ）は、その美しいコバルトブルーが印象的な穏やかな湖。⽇常の喧騒からしばし
離れ、⼼地よいそよ⾵に⾝を任せ、 ⿃のさえずりに⽿を傾け、⾃然を熟知したインストラクターと共に、カヌーで湖上を漂うひとと
きを楽しむプランです。 
 
＜概要＞ 
■開催⽇︓お客様のご希望にあわせて開催します。 
■所⽤時間︓午前 9:30〜12:00 (湖上90分)  午後 1:00〜3:30 (湖上90分) 
■料⾦︓ 平⽇  ⼤⼈￥6,000（中学⽣以上）  

⼦供￥5,000（4歳〜⼩学6年⽣） 
⼟⽇祝  ⼤⼈￥6,500（中学⽣以上）  

⼦供￥5,500（4歳〜⼩学6年⽣） 
※夏休み期間（7/24〜8/31）は⼟⽇祝料⾦ 
※料⾦にはガイド代、カヌー体験、カヌー＆⻑靴レンタル代が含まれています。 
■集合場所︓四万湖 群⾺県中之条町⼤字四万 15-1 
■お⽀払い︓当⽇ガイドに直接お⽀払いください。（現⾦のみ） 
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■予約受付︓実施3⽇前まで 
■キャンセルポリシー︓1週間前:30％ 2⽇前:50％ 当⽇:100％ 
■予約受付︓⽩井屋ホテル 電話番号︓027-231-4618 
&お問い合わせ https://www.shiroiya.com/activity/canoe 
※予約状況により、ご希望の⽇程でご予約を受け付けられない場合がございます。ご了承ください。 
※四万湖（中之条ダム）駐⾞場を⽬指して、お越しください。 
※現地集合・現地解散のツアーです。ホテルにてタクシー送迎の⼿配を承ります。（料⾦別） 
※⾬天実施。ただし、台⾵など危険が及ぶ恐れがある場合はツアーを中⽌にする場合があります。 
※当ツアーは賠償責任保険に加⼊しています。 
 
【早朝ツアー】 
静寂の中、朝靄が⽴ち込める幻想的な景⾊が楽しめる時間帯。 朝靄を切り裂いて⻘い湖⾯を漕ぎ進む湖上探検をお楽し
みください。 
 
＜概要＞ 
■開催⽇︓お客様のご希望にあわせて開催します。 
■所⽤時間︓午前 6:30〜8:00 (湖上60分) 
■料⾦︓⼤⼈￥5,000（中学⽣以上） ⼦供￥4,000 （４歳〜⼩学6年⽣） 
※料⾦にはガイド代、カヌー体験、カヌー＆⻑靴レンタル代が含まれています。 
■集合場所︓四万湖 群⾺県中之条町⼤字四万 15-1 
■お⽀払い ︓当⽇ガイドに直接お⽀払いください。（現⾦のみ） 
■予約受付︓実施3⽇前まで 
■キャンセルポリシー︓1週間前:30％ 2⽇前:50％ 当⽇:100％ 
■予約受付︓⽩井屋ホテル 電話番号︓027-231-4618 
&お問い合わせ https://www.shiroiya.com/activity/canoe 
※予約状況により、ご希望の⽇程でご予約を受け付けられない場合がございます。ご了承ください。 
※四万湖（中之条ダム）駐⾞場を⽬指して、お越しください。 
※現地集合・現地解散のツアーです。ホテルにてタクシー送迎の⼿配を承ります。（料⾦別） 
※⾬天実施。ただし、台⾵など危険が及ぶ恐れがある場合はツアーを中⽌にする場合があります。 
※当ツアーは賠償責任保険に加⼊しています。 
 
【プライベートツアー】 
お客様のご要望に合わせて、カスタマイズ可能。思うがままに湖⾯を漂うのは、まさに⾄福のとき。⽇常の喧騒を忘れて、ゆった
りと 1 ⽇をお過ごしください。 
 
＜概要＞ 
■開催⽇︓お客様のご希望にあわせて開催します。 
■所⽤時間︓8時間程度 (湖上90分〜120 分) ご要望により⼀部アレンジ可能。 
■料⾦  
1 名様 ¥20,000 
2名様 ¥30,000 
3名様 ¥40,000 
4名様 ¥50,000 
定員4名様（お⼦様同料⾦） 
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※4歳からご参加いただけます。 
※料⾦にはプライベートガイド代、カヌー体験、カヌー＆⻑靴レンタル代、移動費が含まれています。 
■集合場所︓⽩井屋ホテル 群⾺県前橋市本町 2-2-15 
 
■⾏程 例  
10:00  ⽩井屋ホテル集合 ⾞移動 
11:30  四万温泉街到着 昼⾷（昼⾷代は含まれません） 

＊お客様のお好みに合わせて、いくつかのお店の中から調整いたします。 
12:30  四万温泉街出発 
13:00  四万湖（中之条ダム）駐⾞場到着 

カヌー体験事前準備 
レンタル⻑靴に履き替え、救命胴⾐を装着。 

13:30  四万湖カヌーツアー（湖上︓120分）  
カヌーの漕ぎ⽅のレクチャーを最初に受けたら、いざ湖へ。 
各々のお好みの過ごし⽅で、湖上での時間をお楽しみください。 

15:30 ツアー終了  
四万湖（中之条ダム）駐⾞場出発 

16:00 ⽇帰り温泉 （温泉代は含まれません） 
＊⽇帰り温泉もお客様のお好みに合わせて、いくつかの候補の中から調整します。 

17:00 ⽇帰り温泉 出発 ⾞移動 
18:30 ホテルもしくは⾼崎駅 到着 
■お⽀払い ︓当⽇ガイドに直接お⽀払いください。（現⾦のみ） 
■予約受付︓実施3⽇前まで 
■キャンセルポリシー︓1週間前:30％ 2⽇前:50％ 当⽇:100％ 
■予約受付︓⽩井屋ホテル 電話番号︓027-231-4618 
&お問い合わせ https://www.shiroiya.com/activity/canoe 
※予約状況により、ご希望の⽇程でご予約を受け付けられない場合がございます。ご了承ください。 
※⾬天実施。ただし、台⾵など危険が及ぶ恐れがある場合はツアーを中⽌にする場合があります。 
※当ツアーは賠償責任保険に加⼊しています。 
 
■ガイド 
笹淵圭治（ささぶちけいじ） 
FEELGOOD CANOE TOURS  
カヌー ガイド歴 10 年 
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■新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のために 
⽩井屋ホテルでは、新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、ホテル館内の感染対策（アルコール消毒・ソーシャルディスタン
スの確保・換気）従業員の健康状態の確認、お客様への協⼒のお願い（マスク着⽤・検温・アルコール消毒・健康状態の確
認など）を⾏い、安⼼してご利⽤いただけるよう適切な感染対策を実施しています。当⽇健康や体調に不安がある⽅は、来
館をお控えください。来館くださいます際は、対策への協⼒をお願いします。⾞中での移動の際も、マスクの着⽤をお願いしま
す。こまめな⽔分補給もお⼼掛けください。ツアー中に気分がすぐれない場合は、直ちにガイドにお申し付け願います。 
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
●⽩井屋ホテルの奥に佇む茶室での「茶道体験」 
 
前橋の街中にある、外からは決して⾒つけることのできない隠れた茶室。 
⼀歩⾜を踏み⼊れれば、そこには歴史を感じさせる空間が広がります。 
茶道の歴史や作法を学び、薄茶とお菓⼦をお召し上がりいただき、最後には点前体験を。時を忘れて、⼀杯のお茶と向き合
う時間をお過ごしいただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜概要＞ 
■開催⽇︓お客様のご希望にあわせて開催します。 
■所⽤時間  
1部 10:00〜12:00 
2 部 13:00〜15:00 
3 部 15:00〜17:00 
■講師  
⽩井屋ホテル茶道 インストラクター 
●⼟⽥奈緒⼦【宗奈】︓裏千家茶道準教授 / 裏千家学校茶道指導者 /  
裏千家インターナショナルアソシエーション会員 
●⾦澤輝仙︓⼤⽇本茶道学会教授 
曽祖⽗より四代⽬、茶道に励む・主に茶事を中⼼に活動 
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※⽇程により、他講師による指導になる場合がございます。 
■料⾦︓1組:¥10,000 ※1 名様〜5名様 
■場所︓⽩井屋ホテル敷地内 茶室  
■持ち物︓お稽古セット・⽩ソックス 
※お稽古セット（ふくさ、扇⼦、懐紙、楊枝）をお持ちでない場合も¥3,000でご⽤意しています。 
■お⽀払い ︓⽩井屋ホテル・フロントにて当⽇お⽀払いください。 
■予約受付︓1週間前まで 
■キャンセルポリシ︓1週間前:30％ 2⽇前:50％ 当⽇:100％ 
■予約受付︓⽩井屋ホテル 電話番号︓027-231-4618 
&お問い合わせ https://www.shiroiya.com/activity/tea-ceremony    
※予約状況により、ご希望の⽇程でご予約を受け付けられない場合がございます。ご了承ください。 
※ご利⽤いただく茶室は、⽩井屋ホテルの前⾝、旧⽩井屋の最後の⼥将、関根春江さんが愛⽤した「春⽉(しゅんげつ)」を移
築した空間です。 

©Shinya Kigure     

■新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のために 
⽩井屋ホテルでは、新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、ホテル館内の感染対策（アルコール消毒・ソーシャルディスタン
スの確保・換気）、従業員の健康状態の確認、お客様への協⼒のお願い（マスク着⽤・検温・アルコール消毒・健康状態の
確認など）を⾏い、安⼼してご利⽤いただけるよう適切な感染対策を実施しています。当⽇健康や体調に不安がある⽅は、
来館をお控えください。 来館くださいます際は、対策へのご協⼒をお願いします。茶道体験のアクティビティにおきまして、お⼿
数ではありますが飲⾷時以外はマスクをご着⽤くださいますよう、ご協⼒願います。 
 
■⽩井屋ホテル www.shiroiya.com  群⾺県前橋市本町 2-2-15 
2020年 12 ⽉、群⾺県前橋市に開業。前橋出⾝の起業家、⽥中仁（JINS 代表取締役社⻑）が地域創⽣を掲げ、さ
まざまな協⼒者と共に具現化した、まちのリビングをめざしたホテルです。300年以上の歴史ある旅館に新たな息吹を与えた建
築家藤本壮介による建物、国内外のアーティストによる作品の数々、デザイナーとの協演、地元の⾷材を活かしたこだわりの
⾷、ウェルネスや⾳楽を楽しむ施設などが、明確なビジョンをもとに地域に開かれ、これからもまちづくりの核となります。暮らす⼈
と訪れる⼈が集い、刺激を受け、⼼を養い、あらたな⽂化がめぶく、世界にも類をみないホテルとして、今後もさまざまな企画、
活動を展開し、恵まれた⾃然環境をいかしたアウトドアのプログラムも充実させていきます。 
 
 
■メディアお問い合わせ先    ■ホテルご利⽤のお問い合わせ先 
pr@shiroiya.com    info@shiroiya.com  
070-3858-7580 (PR 担当︓守⽥美奈⼦）  ⽩井屋ホテル 027-231-4618（代表番号） 
※画像ダウンロードリンク︓https://we.tl/t-xuaz6gcMkE 


