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⽩井屋ホテル  開業１周年記念 期間限定お得な宿泊＆⾷のご提供 
「感謝をこめて 最⼤ 40％割引スペシャル宿泊プラン」のご案内 
2021 年 12 ⽉ 12 ⽇（⽇）まで 
 

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）では、12 ⽉ 12 ⽇（⽇）に開業 1 周年を迎えるにあたり、これまでのみなさまのご厚意に感謝をこめて、さまざまなお
得なプランと⾷の機会をご提供します。美術館のような館内での宿泊を最⼤ 40％のお値引きで、そしてメインダイニングのアッ
プグレードやさまざまな特典付きのディナー、厳選したフォアグラをあしらったステーキの「ロッシーニ」を特別価格でお楽しみいただ
けるなど、期間限定の還元企画です。 
1 周年当⽇の 12 ⽉ 12 ⽇（⽇）には JAZZ ピアニストの⿊沢綾さんを迎え、ラウンジでプレミアムアフタヌーンライブを開催し
ます。暮れのあわただしい時節をむかえる前に、アートと緑にあふれるホテルとシェフが特別にご⽤意します１周年記念のお料理
で、少し贅沢な思い出をおつくりください。  

 
11 ⽉ 19 ⽇（⾦）からはホテルのパサージュ（国道 50 号線と⾺場川通りを結ぶ抜け道）に、１周年を記念して新進気
鋭のアーティスト⻤頭健吾のアートイルミネーションを展⽰します。クラウドファンディングを通じてさまざまな⽅々のご⽀援をいただ
き実現する作品は、地元のみなさまやホテルを訪れるお客様に気軽にアートを楽しんでいただくことを願って設置されます。 
 
⽩井屋ホテル 宿泊プラン                                                                      
●最⼤ 40％割引 開業 1 周年記念感謝セール 
⽇頃のご愛顧に感謝をこめて、美術館のようなホテルに超お得な⾦額で宿泊ができるプランのご提供︕ 
⽇程︓ 〜12 ⽉ 12 ⽇（⽇） 
特典︓ ⽩井屋ホテル＆Graphpaper コラボマスク付きなど。 
ご予約＆お問い合わせ先︓ 
     詳しくは、予約サイトをご覧ください。 
    https://www.shiroiya.com/stay 
 メール︓info@shiroiya.com 
 電話︓027-231-4618（⽩井屋ホテル代表番号） 
※キャンセルポリシー 
２週間前:30％ 10 ⽇前︓50％ １週間前:100％ 
                                                                        ©Shinya Kigure 
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⽩井屋ザ・ラウンジ （群⾺県前橋市本町 2-2-15 ⽩井屋ホテル 1階）                                                                       
●開業 1 周年記念特別ディナー 「ペアで楽しむディナー」 
フォアグラのせステーキ（ロッシーニ）を含む豪華なペアディナーを特別価格でご提供。 

©Shinya Kigure   

⽇程︓ 2021 年 11 ⽉ 12 ⽇（⾦）〜12 ⽉ 12 ⽇（⽇）   
 17:00-22:00 (L.O.  フード 20:00 / ドリンク 21:30) 
内容︓ ペアディナーコース ＊乾杯ドリンク付き  
 アミューズ 
 ⽩井屋オリジナルサラダ 
 カリフラワースープ 
 海⽼のカダイフ揚げ ⽩ワインソース 
 洋梨グラニテ 
 ⾚城⽜フィレ⾁のロッシーニ（フォアグラのせステーキ） 
 ⽩井屋オリジナルティラミス 
 ※要予約 
特典︓ 期間中ご予約の上、全⾝真っ⽩な装いで来店の⽅には⽩井屋ホテルオリジナルマスクをプレゼントします。  
料⾦︓ お⼆⼈さまディナー12,000円（サ別）  
 
●週替わりプレゼント付き開業１周年記念 ランチ 先着限定 50名様  
期間中にランチをお召し上がりの⽅には、下記のプレゼントを進呈。 
ランチタイム︓11:30-15:00 （L.O. 14:30） 
11 ⽉ 12 ⽇（⾦）〜11 ⽉ 20 ⽇（⼟）︓⽩井屋オリジナルカリフラワースープ 
11 ⽉ 21 ⽇（⽇）〜11 ⽉ 27⽇（⼟）︓⽩井屋オリジナル焼き菓⼦ 
11 ⽉ 28⽇（⽇）〜12 ⽉ 04 ⽇（⼟）︓⽩井屋オリジナル⽩のカクテル 
12 ⽉ 05 ⽇（⽇）〜12 ⽉ 11 ⽇（⼟）︓⽩井屋オリジナルフォアグラとビーツのサラダを特別価格 1,200円（サ別） 
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●開業１周年記念アフタヌーンライブ  
JAZZ ヴォーカル＆ピアニストの⿊沢綾さんとスタインウエイを奏でる千葉史絵さんによる、まるで⾳楽サロンでのプライベートコン
サートのような⾳⾊をシェフ⾃慢の特別なスイーツとともにお楽しみください。 
 
⽇程︓ 2021 年 12 ⽉ 12 ⽇（⽇） 
 14:30   開場 
 15:00   ティータイム 
 15:30 演奏開始 
 16:15 演奏終了 
 16:30 閉場 
 定員︓ 30名様  

※要予約 
料⾦︓ 5,000円（サ別） デザート＆ドリンク、ミュージックチャージ込み 
 ※ドリンクをシャンパンへ変更＋1,000円（サ別） 
ご予約＆お問い合わせ先︓ 
     詳しくは、予約サイトをご覧ください。 
    https://www.shiroiya.com/dining_and_foods/lounge  

メール︓ thelounge@shiroiya.com 
 電話︓027-231-4618（⽩井屋ホテル代表番号） 
 
⿊沢綾（くろさわあや） 
群⾺県出⾝。幼少期よりピアノに触れ、作曲を学ぶ。⾼崎経済⼤学附属⾼校芸術コースにてクラシック
声楽を専攻。2000 年、尚美学園⼤学 Jazz&Pops コースに⼊学。⾃然な流れでジャズに傾倒し、在
学中によりプロとしての活動をスタート。同コースを⾸席で卒業後、ジャズシンガーとして着実にキャリアを重
ねながら、並⾏してオリジナル曲を制作。近年は即興的＆器楽的なヴォイス・プレーヤーとしての活動の場
を広げ、ジャズ・コンテンポラリー作品に多数参加すると共にジャズ番組のナレーター、セレクターとしての⼀
⾯も持つ。 
 
千葉史絵（ちばふみえ） 
ピアノ・作曲・アレンジ。埼⽟県出⾝。6 歳よりクラシックピアノを始める。⼤学卒業後ジャズピアノを⼤⽯学
⽒、⻄由貴⼦⽒に師事。作曲を現代⾳楽作曲家の池⽥悟⽒に師事。現在都内ライブハウスでオリジナ
ルやスタンダードのライブを⾏う。ヤマハ PMS講師。2009 年 6⽉ 27⽇、トリオでアルバム「Tip of 
dream」発売。2009 年横濱 JAZZ プロムナードコンペティションにて⾃⼰のトリオで出場、JAZZ クラブ
賞受賞。2012 年９⽉ John Lennon Songwriting Contest にてオリジナル曲“Echo”がファイナリス
ト⼊賞。 
 
 
⽩井屋ザ・レストラン   （群⾺県前橋市本町 2-15-15 ⽩井屋ホテル 1階）                                                                         
●開業 1 周年記念特別ディナー  
通常のコースにさらに 2 品特別メニューをご提供。アルコールドリンクのペアリングをご注⽂の⽅には⼈気の上州キュイジーヌのメ
インディッシュ⾚城和⽜を無償アップグレード（通常 2,200円相当/サ別）。⾚ワインも希少なマグナムボトルに変更し、⾷後
酒もさらにプレゼント。正規料⾦より 5,500円以上お得なディナーです。 
 
⽇程︓ 2021 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽔）〜12 ⽉ 12 ⽇（⽇） 
 17:30-22:00（最終⼊店 20:30） 
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内容︓ ミシュラン 2 つ星、そして 2021 年世界のベストレストラン 50 で

39位に選ばれた東京⻘⼭の「フロリレージュ」のオーナーシェフ、
川⼿寛康⽒監修の⽩井屋ホテルが誇るメインダイニングでは、シ
ェフの⽚⼭ひろによる特別なメニューをご提供。  
※要予約  

料⾦︓ ディナーコース 13,500円（サ別） 
       ※メインディッシュアップグレード無償 
 ペアリング６杯 7,500円（サ別） 
 ※⾚ワインは希少なマグナムボトルに変更＆⾷後酒プレゼント                     ©Shinya Kigure 
ご予約＆お問い合わせ先︓ 

詳しくは、予約サイトをご覧ください。https://www.shiroiya.com/dining_and_foods/restauran 
メール︓  therestaurant@shiroiya.com                                                
電話︓ 027-231-4618（⽩井屋ホテル代表番号） 

 
⽩井屋ザ・パサージュ（⽩井屋ホテル敷地内 国道 50 号線と⾺場川通りの抜け道）                                                                      
●開業 1 周年記念 アートイルミネーション 展⽰ 
前橋まちなかを灯すアートイルミネーション 「⽩井屋 ✖ ⻤頭健吾」 
⽇程︓ 2021 年 11 ⽉ 19 ⽇（⾦）〜12 ⽉ 25 ⽇（⼟） 
内容︓ まちに開かれた形で前橋の地域活性化に貢献できるように、参加型クラウドファンディングで始動した⼼を明るく灯
すアート作品を展⽰する「アートイルミネーション」プロジェクト。屋外で密にならず、気軽にアート体験や 年の瀬のワクワク感を
味わえる場を敷地内、パサージュ（国道 50 号線と⾺場川通りを結ぶ抜け道）に設けます。群⾺を拠点に国内外で活躍す
る気鋭のアーティスト、⻤頭健吾（きとうけんご）⽒によるフラフープを使った⼤胆なアートインスタレーションを前橋の冬の⾵物
詩としてお楽しみください。展⽰期間中には、ホットワインなどのお飲み物の提供もございます。12 ⽉の週末にはアートイルミネ
ーションのもとでクリスマスマーケットも開催予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■⻤頭健吾 現代美術作家。京都芸術⼤学⼤学院教授。 
1977年愛知県⽣まれ。群⾺県在住。2001 年名古屋芸術⼤学絵画科洋画コース卒業。2003年京都市⽴芸術⼤⼤
学院美術研究科会が専攻油絵修了。1999 年、アーティストによる⾃主運営スペース「アートスペース dot 」（愛知県）を
設⽴。2008年から 2009 年まで、五島記念⽂化財団の助成を受け、ニューヨークに滞在。2010 年に⽂化庁新進芸術家
海外研修員としてベルリンに滞在。主な個展に「interstellar」（京都造形芸術⼤学ギャルリ・オーブ、2016年）、「⻤頭健
吾 Multiple Star 」（原美術館 ARC）など。「六本⽊アートナイト 2018」では、メインアーティストとして発表した国⽴新美
術館の⼤型インスタレーションが話題に。近年では 2020 年「Full Lightness」（京都市京セラ美術館）、2021 年
「RECONNECTING: A Vision of Unity by Kengo Kito」（ロサンジェルス Japan House ）などを開催。2019 年
度京都市芸術新⼈賞受賞。 
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■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、「世界のベストレストラン
50」で 39位に選出されたミシュラン２つ星「フロリレージュ」オーナーシェフ、川⼿寛康⽒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、⾺場川通り沿いにはフルーツタルト
の専⾨店「⽩井屋ザ・パティスリー」、「ブルーボトルコーヒー ⽩井屋カフェ」が軒
を並べ、さらに「⽩井屋ザ・ベーカリー」が 11 ⽉ 3⽇にオープン予定。 
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」に選出されるほか、International Travel 
Awardsでは「Best New Hotel in Japan 2021」を受賞。              

 ©Shinya Kigure 
 
※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    ■⽩井屋ホテルお問い合わせ先 
pr@shiroiya.com    info@shiroiya.com 
070-3858-7580 (PR 担当︓守⽥美奈⼦)  027-231-4618 （代表番号） 
画像リンク︓https://we.tl/t-SEemi2pOAP 
 

 


