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⽩井屋ホテル アートデスティネーションで過ごす⾄福のクリスマス＆ホリデイシーズン

「⽩井屋ホテルのクリスマス」

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、最⾼のクリスマスをお過ごしいただくために、特別メニュー、宿泊プラン、イベントなどをご⽤意しました。緑あふれる
美術館のような空間で、極上の⾷体験をお楽しみください。各施設にて予約受付を開始しています。

©Shinya Kigure

⽩井屋ザ・レストラン
●クリスマス限定ディナーコース
美⾷家の愛読ガイド「ゴ・エ・ミヨ 2022」掲載の⽩井屋ホテルのメインダイニング「ザ・レストラン」シェフの⽚⼭ひろがクリスマスに
ご⽤意するのは、全 12 品で魅了する特別仕⽴ての上州キュイジーヌです。 ※要予約
■期間︓ 2022 年 12⽉23⽇（⾦）〜 12⽉25⽇（⽇）
1 部︓18:00〜20:00
2 部︓20:30〜22:30
■内容︓ ミシュラン 2 つ星、そして 2022 年世界のベストレストラン
50 で 30 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「ザ・レストラン」では、シェフの
⽚⼭ひろによるクリスマスのための特別なメニューをご提供。
地元の⾚城⽜に丁寧に⽕⼊れしたメインディッシュをはじめ
クリスマスにふさわしい贅沢な旬の素材を多様な⾷感でお
楽しみいただきます。ソムリエの児島由光によるドリンクの
ペアリングも格別です。

©Shinya Kigure
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■料⾦︓ コース 18,000 円/名（サ別）
アルコールドリンクペアリング 8 杯 9,000 円（サ別）
ノンアルコールドリンクペアリング８杯 9,000 円（サ別）
※上記のメニューは 2023 年 1 ⽉ 3 ⽇（⽕）までご提供させていただく予定です。
■ご予約＆お問い合わせ先
⽩井屋ザ・レストラン︓群⾺県前橋市本町 2-2-15 ⽩井屋ホテル 1 階
詳しくは、予約サイトをご覧ください。

https://www.shiroiya.com/dining_and_foods/restaurant
メール︓therestaurant@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︓7⽇前 30％ / 前⽇ 50％ / 当⽇ 100％
＜お知らせ＞
12 ⽉ 24 ⽇（⼟）、25 ⽇（⽇）のランチにもクリスマス限定ランチのご提供を予定しています。
※詳細はおってホームページ、SNS などでご案内いたします。

⽩井屋ザ・ラウンジ
●クリスマス限定ディナーコース
ザ・ラウンジのシェフ、星直樹が考案したクリスマスならではの贅沢なコース全 6 品、乾杯ドリンク付きです。シャンパンの乾杯から
はじまる聖なる夜のディナーを⼤切な⽅やご家族とお過ごしください。※要予約
■期間︓ 2022 年 12⽉23⽇（⾦）〜 12⽉25⽇（⽇）
1 部︓17:30〜19:30
2 部︓20:00〜22:00
■料⾦︓ 8,000 円/名（サ別）
■内容︓ おまかせコース 6 品
乾杯ドリンク付き
©Shinya Kigure

■ご予約＆お問い合わせ先
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
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）
※キャンセルポリシー︓7⽇前 30％ / 前⽇ 50％ / 当⽇ 100％
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⽩井屋ホテル ザ・レストラン 宿泊プラン
●クリスマス限定 2 ⾷付き宿泊プラン ザ・レストランでのディナー
⽩井屋ホテルのメインダイニング「ザ・レストラン」の特別ディナー、オールデイダイニングの「ザ・ラウンジ」の朝⾷付きのクリスマスの
限定宿泊プランです。「ゴ・エ・ミヨ2022」掲載の上州キュイジーヌのクリスマス限定ディナーをオープンキッチンでシェフやソムリエと
の会話を楽しみながら召し上がっていただきます。屋外のアートイルミネーションをはじめ、緑あふれる美術館のようなホテルでさま
ざまなアート作品と極上の⾷事を堪能できる、聖なる⽇の特別な宿泊プランです。
■期間︓ 2022 年 12⽉23⽇（⾦）〜 12⽉25⽇（⽇）
■内容︓ 「ザ・レストラン」でのディナー&「ザ・ラウンジ」での朝⾷付の宿泊プラン
■料⾦︓ 38,500 円 より（1 室２名ご利⽤１名様料⾦）
※宿泊プランについて詳しくはこちらをご覧ください。
https://reserve.489ban.net/client/shiroiya/0/detail/658391
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⽩井屋ホテル ザ・ラウンジ 宿泊プラン
●クリスマス限定 2 ⾷付き宿泊プラン ザ・ラウンジでのディナー
⽩井屋ホテルのオールデイダイニング「ザ・ラウンジ」の特別ディナー、朝⾷付きのクリスマスの限定宿泊プランです。4層吹き抜け
の藤本壮介による空間にレアンドロ・エルリッヒの光の作品「Lighting Pipes」が融合した、緑あふれる美術館のようなホテルで
さまざまなアート作品と極上の⾷事を堪能できる、聖なる⽇の特別な宿泊プランです。屋外のパサージュでのアートイルミネーシ
ョンもこの時期お楽しみいただけます。
■期間︓ 2022 年 12⽉24⽇（⼟）〜 12⽉25⽇（⽇）
■内容︓ 「ザ・ラウンジ」でのディナー&朝⾷付の宿泊プラン
■料⾦︓ 37,950 円 より（1 室２名ご利⽤１名様料⾦）
※宿泊プランについて詳しくはこちらをご覧ください。
https://reserve.489ban.net/client/shiroiya/0/detail/658380
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⽩井屋ザ・バー真茶亭

おやすみ前には週末だけひっそりとオープンしているザ・バー真茶亭でのゆったりとしたひとときをお過ごしく
ださい。現代美術作家の杉本博司と建築家の榊⽥倫之による新素材研究所が素材とディテールにこ
だわった空間で、⽩井屋が誇るバーテンダー、⽊村堅の極上のカクテルをお楽しみいただけます。
2022 年 12⽉23⽇（⾦）、12 ⽉ 24 ⽇（⼟）は 19 時から 24 時まで営業しております。
※事前予約推奨（詳しくはホテルにお問い合わせください。）
©Shinya Kigure

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⽩井屋ザ・パティスリー
●クリスマス特製タルト
⽩井屋ザ・パティスリーが今年のクリスマスにお届けするのは、⼈気パテ
ィシエ延命寺美也による 4 種のタルトです。
⼤きめにカットした苺をぎっしり散りばめてたっぷりのクリームとあわせた
「苺のクリスマスタルト」、アーモンドクリーム、ベリージュレや⽣クリームに
和栗のクリームのドレスを纏った「クリスマスモンブラン」、バニラムースの
中にタルトタタンをしのばせた「タタンバニーユ」、チョコのアーモンドクリー
ムやキャラメルのチョコレートムースにジャスミンのクレームブリュレやレモン
クリームをあわせた「キャラメルショコラ」など、バラエティ豊富なラインナッ
プです。
©Shinya Kigure

「苺のクリスマスタルト」

「クリスマスモンブラン」

「タタンバニーユ」

「キャラメルショコラ」

５⼨（15cm）5,500円

５⼨（15cm）5,500円

4⼨（12cm）3.500円

4⼨（12cm）3.500円

８⼨（24cm）9,000円

※モンブランは１サイズのみ。

6⼨（18cm）7,000円

6⼨（18cm）7,000円

■ご予約受付期間
〜12⽉20⽇（⽕）
10:00〜18:00
■店舗販売＆お引き渡し期間
2022年12⽉23⽇（⾦）〜12⽉25⽇（⽇）
10:00〜17:45
■ご予約⽅法（店頭受付、Web 受付のみ）
⽩井屋ザ・パティスリー︓群⾺県前橋市本町2-2-15 ⽩井屋ホテル敷地内 ⾺場川通り沿い
https://www.shiroiya.com/dining_and_foods/patisserie
※お電話での予約は承っておりません。
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■お⽀払い⽅法
店頭受付、Web 受付ともに「事前⽀払い」とさせていただきます。
※Web 受付の場合は、クレジットカード決済です。
■店舗情報
⽩井屋ザ・パティスリー
群⾺県前橋市本町 2-2-15 ⾺場川通り沿い
電話︓027-231-2020
thepatisserie@shiroiya.com

©Shinya Kigure

■留意事項
ご予約内容を変更されたい場合は、12⽉18⽇（⽇）18:00 までにご連絡ください。
⼀旦ご予約をキャンセルし、再度ご予約をしていただく必要がございます。
キャンセル時のご返⾦はいたしかねます。
クリスマスタルトは数量限定です。
予約台数が上限に達した場合は、受付を締め切らせていただきます。
キャンドルをご希望の⽅は、お受け取り時にスタッフにお申し付けください。
天候の影響による農作物、⾷材などの⼊荷状況により、事前告知なく商品内容が⼀部変更される場合がございます。

⽩井屋ザ・ベーカリー
●いちごのシュトレン
⽩井屋ザ・ベーカリーの監修をになう、東京、東⽇本橋の⼈
気店「ビーバーブレッド」の割⽥健⼀⽒の⾃信作「いちごのシ
ュトレン」が前橋に初登場します。
クリスマスまでに毎⽇薄くスライスして⾷べるドイツ発祥の伝
統焼き菓⼦をベースに、濃厚な味わいが特徴のあまおうなど
のいちごのドライフルーツをたっぷり使った割⽥健⼀⽒オリジ
ナルレシピのいちごの⾹りと⾵味がゆたかで軽やかなシュトレ
ンです。
焼き上げるまでにさまざまな⼿作業を要するため、数量限
定の発売です。
©Shinya Kigure

■価格
いちごのシュトレン 1500 円/個
※⽩井屋ザ・ベーカリーが初めてご提供するシュトレンであることを記念して、特別価格でご提供します。
■サイズ
約 10cm x５cm
※箱⼊り
■販売期間
2022 年 11 ⽉ 16 ⽇（⽔）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）
10:00〜18:00
※数量限定⽣産のため、ご予約されることをお勧めいたします。
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■ご予約＆お問い合わせ先＆店舗情報
⽩井屋ザ・ベーカリー
群⾺県前橋市本町 2-2-15 ⾺場川通り沿い
店頭、電話、メールにてご予約を承ります。
予約受付期間︓2022 年 11 ⽉ 16 ⽇（⽊）〜12 ⽉ 23 ⽇（⾦）
10:00〜18:00
電話︓027-231-2020
thebakery@shiroiya.com

©Shinya Kigure

⽩井屋 パサージュ（国道 50 号線と⾺場川通りをつなぐ抜け道）
●⽩井屋ホテル２周年記念 前橋まちなかを灯すアートイルミネーション

「⽩井屋 ✖ ⼩⾦沢健⼈｜アートイルミネーション 2022」

■期間
2022 年 11⽉25⽇（⾦）- 12⽉26⽇（⽉）
点灯時間︓18:00-23:00
※点灯開始︓2022 年 11⽉25⽇（⾦）18:00
※⼊場無料
※期間中、⾺場川通り沿いの⽩井屋ホテルグリーンタワーの法⾯には、クリスマスイルミネーションのライトアップを実施します。
■内容
前橋のまちなかをアートと共に明るく照らし、来訪する⽅々、そして地元のひとたちが楽しく散
策できる場を、前橋の活性化に共感いただいていますみなさまと共に作り上げる、アートイルミ
ネーションのプロジェクトで、クラウドファンディングの⽀援によって実現します。今年はアーティス
トの⼩⾦沢健⼈⽒が廃材のネオンやなどを駆使して、前橋の冬の⾵物詩としてのアートインス
タレーションを展開します。
打ち合わせ⾵景（ディレクションを担う原⽥崇⼈⽒（左）とアーティストの⼩⾦沢健⼈⽒（右）©Shiroiya Hotel
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■会場
⽩井屋ホテル敷地内 パサージュ
（国道 50 号線と⾺場川通りを結ぶ抜け道）
群⾺県前橋市本町 2-2-15
■お問い合わせ先
⽩井屋ホテル
メール︓ info@shiroiya.com
電話番号︓027-231-4618

©Shinya Kigure

■⽩井屋ホテル （群⾺県前橋市本町 2-2-15）
アートデスティネーション「⽩井屋ホテル」は、群⾺県前橋市の活性化に貢献することを⽬的に 2020 年 12 ⽉に開業。
300年以上の歴史を誇った「⽩井屋旅館」廃業後、70 年代の既存建物を建築家の藤本壮介が改装、新築をてがけ、国
内外のアーティストやデザイナーが協演したことで話題になり、ナショナルジオグラフィックトラベラーの「2021年世界のベストホテ
ル 39」にも選出。アート、建築、デザイン、ウエルビーイング、⾳楽、そして⾷において本物を意識し、暮らす⼈と訪れる⼈が出
会い、五感に刺激を受ける、あらたな⽂化がめぶく場を提供しています。 ミシュラン⼆つ星「フロリレージュ」のオーナーシェフ、川
⼿寛康⽒監修、⽚⼭ひろがシェフをつとめるホテルのメインダイニング
「⽩井屋ザ・レストラン」は 2022年3⽉「ゴ・エ・ミヨ2022」に掲載され
ました。 敷地内には週末のみ営業する隠れ家的な「ザ・バー 真茶
亭」もあり、新素材研究所がデザインした空間の中で極上のお酒と最
⾼レベルのカクテルが楽しめます。アートや外気浴を楽しめるフィンランド
サウナをはじめ、3タイプの完全貸切制のサウナもあり、宿泊客、地元の
サウナ愛好家に⼈気です。 まちなかに⾯した⾺場川通り沿いにはフレ
ッシュフルーツタルトの専⾨店「ザ・パティスリー」「ザ・ベーカリー」「ブルー
ボトルコーヒー⽩井屋カフェ」が軒を並べ、連⽇さまざまな⼈が集い、ま
ちなかの界隈として賑わいをみせています。
©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）を推進し、
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。 来館の際
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-FR6uVu5tGr

