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⽩井屋ホテル  年末年始 2 泊３⽇限定宿泊プラン 2021 年 10 ⽉ 22 ⽇(⾦)より予約開始 
「⼼ときめく⾳⾊と美⾷と共に⽩井屋ホテルで迎える 2022 年」 
 
年末年始をアートデスティネーションでゆったり過ごす 
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、うつくしい⾳楽や思い出に残るイベントで、みなさまが⼼穏やかな新たな年をお迎えになら
れるプランをご⽤意しました。恒例のニューイヤー駅伝観戦も含め、ヴァイオリンや三味線の演奏など、さまざまなイベ
ントと共にシェフこだわりのお⾷事をメインダイニングとオールデイダイニング両⽅でお楽しみいただける盛り沢⼭の内容
です。本プランのご予約受付を 2021 年 10 ⽉ 22 ⽇（⾦）より開始いたします。 
 

 
 
【⽩井屋ホテル  年末年始 2 泊３⽇限定宿泊プラン】 
■予約開始⽇ 
2021 年 10 ⽉ 22 ⽇（⾦）  
 
■宿泊期間 ２泊３⽇ 
2021 年 12 ⽉ 31 ⽇（⾦）〜2022 年 1 ⽉ 2 ⽇（⽇） 
チェックイン︓15 時以降 
チェックアウト︓11 時まで 
 
■料⾦  
1 室 1 名様ご利⽤ ※2 泊 4 ⾷付き 
1 名様分（サービス料込み）    
スーペリアルーム 160,560 円 
デラックスルーム 172,660 円 
ミケーレ・デ・ルッキ ルーム 286,400 円 
ジャスパー・モリソン ルーム 334,800 円 
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1 室２名様ご利⽤ ※2 泊 4 ⾷付き 
2 名様分（サービス料込み）    
スーペリアルーム 272,720 円 
デラックスルーム 296,920 円 
ミケーレ・デ・ルッキ ルーム 379,200 円 
ジャスパー・モリソン ルーム 427,600 円 
 
■お⾷事 
ご⼣⾷は２プランございます。 
① 初⽇にメインダイニング、2 ⽇⽬ラウンジ。 
② 初⽇にラウンジ、2 ⽇⽬にメインダイニング。 
※12 歳以下のお⼦様御同伴の場合は、お⾷事は 2 回ともラウンジにてお召し上がりいただきます。 
※ドリンクは別途料⾦が発⽣します。 
 
時間帯 
the LOUNGE  第 1部      17:00〜19:00 
               第 2部      19:30〜21:30 
the RESTAURANT 第 1部      17:00〜19:00 
               第 2部      19:30〜21:30 
 
12 ⽉ 31 ⽇（⾦）23:00 よりカウントダウンにご参加のお客様には、年越しそばをご提供します。 
カウントダウンをお祝いする真夜中 12 時にシャンパンをご提供します。 
ご朝⾷はラウンジにて召し上がっていただきます。 
 
■イベント プログラム  
※下記イベントは全て⼊場無料です。 
2021 年 12 ⽉ 31 ⽇（⾦）  
22:00 〜 22:30 眞⽥彩ヴァイオリン & 伊藤正ピアノ演奏 
23:00 〜 23:30 眞⽥彩ヴァイオリン & 伊藤正ピアノ演奏 
23:50 〜 24:15 眞⽥彩ヴァイオリン & 伊藤正ピアノ演奏（カウントダウンを含むプログラムです。） 
 
2022 年 1 ⽉ 1 ⽇（⼟） 
07:00 〜 10:00 新年振る舞い酒 
  ※ロビー前でお配りします。 
10:00 〜 11:00 上⽑かるた体験 

※茶室で上⽑かるたの体験をしていただきます。 
10:00 〜 11:00 餅つき⼤会  

※外のパサージュでお餅つきを実施します。 
10:00 〜 16:00 新年おみくじ 
  ※本 2 泊３⽇ 4 ⾷付きプランをご利⽤のお客様限定。 
14:00 〜 15:00 ニューイヤー駅伝観戦 

※ホテルの⽬の前をゴール直前の選⼿が⾛ります。 
15:00 〜 15:20 ⼩⼭兄弟津軽三味線演奏 
16:00 〜 16:20 ⼩⼭兄弟津軽三味線演奏 
※スケジュールは天候などにより変更の可能性がございます。 
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＜眞⽥ 彩 カウントダウン ヴァイオリン演奏会＞ 
英国王⽴⾳楽院ヴァイオリン科を⾸席で卒業し、国内外でヴァイオリン演奏を展開し、地域活性化へのプロジェクト
にも取り組んでいるヴァイオリニストの眞⽥彩（さなだあや）⽒をお迎えし、群⾺出⾝のピアニスト伊藤正（いとうた
だし）⽒と共にカウントダウンにふさわしい演奏会を⾏います。 
 
眞⽥ 彩 
1983年9⽉12⽇東京⽣まれ。 
東京藝術⼤学⾳楽学部附属⾼校を最⾼得点にて卒業。Arimathea Charitable Trustよ
り奨学⾦を得て、英国王⽴⾳楽院ヴァイオリン科⾸席卒業。Mortimer Development 
Award2005/06、副校⻑賞受賞。マキシム・ヴェンゲーロフとのマスタークラスDVD発売。21
歳にて、ロンドンWigmore Hallで開催された、1813年設⽴ Royal Philharmonic 
Society Emily Anderson Prize（1名）を⽇本⼈歴代２⼈⽬として、審査員全員⼀致
で受賞。NHK -FM名曲リサイタル、BSフジ番組挿⼊曲、国内外の式典に多数招待出演。 

          ©堀 克樹 

伊藤 正 
県⽴前橋⾼校卒業後、オーストリアに渡る。ウィーン市⽴⾳楽⼤学ピアノ科を⾸席にて卒業。ウ
ィーン国⽴⾳⼤ではピアノ教育学も学び、演奏と指導を共に専⾨とする。国内外のコンクール等
で多数受賞。毎年のピアノソロリサイタルは抒情的な⾳楽性と繊細なタッチで好評を得ている。Ｎ
響を始めとする奏者との共演など室内楽分野、歌曲の伴奏者としても活動。アドラーピアノトリオ
のピアニストとして、各地で精⼒的に演奏活動を⾏い、その演奏が「⾳楽の友」誌上で絶賛され
た。2013 年からは地元の⾼崎演奏家協会⻑としてメディア出演なども通して、地域の⾳楽⽂
化の発展を図る。 

 
＜⼩⼭兄弟 ニューイヤー 三味線演奏会＞ 
注⽬される津軽三味線奏者、⼩⼭慶⼀・⼩⼭慶宗の兄弟による合奏の世界をお届けします。世界柔道選⼿権
2010東京⼤会・開幕式におけるつるの剛⼠との共演をはじめ、北島三郎、坂本冬美、藤あや⼦、⽯川さゆり、
嵐、ナオトインティライミなどとの共演、コンサート、舞台、テレビ出演など、多⽅⾯で活躍。兄弟ならではの息のあっ
た迫⼒ある津軽三味線の演奏をお楽しみください。 
 

⼩⼭慶⼀（おやまよしかず） 
1992 年、津軽三味線⼩⼭流⼊⾨。総師範・⼩⼭貢津慶に師事。1998 年、⼩⼭
流名取取得・雅号、⼩⼭慶⼀を授与される。2003 年、⼩⼭流師範取得。2006
年、全国津軽三味線コンクール⼤阪⼤会⼊賞。2007 年、全国津軽三味線コンクー
ル⼤阪⼤会準優勝。 
⼩⼭慶宗（おやまよしむね） 
1995 年、津軽三味線⼩⼭流⼊⾨。総師範・⼩⼭貢津慶に師事。2010 年、全国
津軽三味線コンクール⻘森弘前⼤会にて初出場初⼊賞。2011 年、⼩⼭流名取取
得・⼩⼭慶宗を授与される。2015 年、津軽三味線世界⼤会⼊賞、津軽三味線全
⽇本⾦⽊⼤会 4位、審査委員⻑賞受賞。 
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■ご予約＆お問い合わせ先 
⽩井屋ホテル 
電話︓ 027-231-4618 
メール︓info@shiroiya.com 
https://www.shiroiya.com/stay 
 
■キャンセルポリシー 
２週間前:30％ 10 ⽇前︓50％ １週間前:100％ 
 
■⽩井屋ホテル  群⾺県前橋市本町 2-2-15 
2020 年 12 ⽉、群⾺県前橋市に開業。アートデスティネーションとして、前橋の地
域創⽣を掲げ、多様な分野のクリエイターと共に具現化した「まちのリビング」をめざす
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
を活かしたミシュラン２つ星シェフ監修のこだわりの⾷、フィンランド式サウナ、茶室など
のウェルネスの施設が、明確なビジョンをもとに地域に開かれています。 
暮らす⼈と訪れる⼈が集い、五感に刺激を受け、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、さまざまな企画、活動を展開。オールデイダイニング
である「⽩井屋ザ・ラウンジ」にはスタインウェイの最⾼峰の⾃動演奏ピアノを導⼊し、
巨匠たちの⾳楽やピアニストによるライブ演奏を楽しめる機会も創出。 
ホテル敷地内、⾺場川通り沿いにあるフルーツタルトの専⾨店「⽩井屋ザ・パティスリ
ー」に軒をならべるように、「ブルーボトルコーヒー ⽩井屋カフェ」が 2021 年９⽉ 17
⽇にオープンし、さらに「⽩井屋ザ・ベーカリー」が 11 ⽉上旬にオープン予定。 
⽶国の有名インテリア雑誌 AD（Architectural Digest / アーキテクチュラル・ダイジェスト）より「2021 AD 
Great Design Hotel Award」受賞。英国⼈気トラベル雑誌 National Geographic Traveller による
「2021 年世界のベストホテル 39」に選出。 
 
※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、お客様へのご協⼒のお願い（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。 
 
 
■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） 
画像リンク︓  https://we.tl/t-9xWpiOJnEo 


