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国内最大級のマウンテンリゾート志賀高原

長野県北部山ノ内町の上信越高原国
立公園内にある志賀高原。
東京からは約260キロ、新幹線では

長野駅経由、お車では上信越道経由
で約3-4時間の道のり。

志賀高原は日本最古且つ最大のマウ
ンテンリゾートの一つで、東西約
16キロ、標高は1,200m～2,300mと
広範囲に広がっている。

16㎞

2,300m
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18のスキー場、84のコースを

持ち、国内では圧倒的な規模
のスキーリゾートとなってい
る。
積雪量もシーズン中は常時2m
前後あり、12月~5月ゴールデ

ンウィークまでスキーを楽し
める。

志賀高原は、長野県北部にある上信越国立公園内標高1,200m～
2,300mに位置し、幅16キロと本州でも最大級のリゾートである。

グリーンシーズンは8月でも平
均最高気温が21度と涼しく

なっており、避暑地として快
適に過ごせる。

紅葉も9月下旬から11月上旬ま
での1.5か月間楽しむことがで
きる。
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「Oku Work」誕生の背景

課題意識(2019年夏当時)

 企業トップがワーケーションを実

施していない。

 東京オリンピックでの需要の確保。

グリーンシーズンの需要の確保。

 国立公園の有効利用。

奥志賀高原の可能性

 王室・経済人・文化人・芸能人な

どが訪問・利用している場所。

 国立公園特別地域である奥志賀高

原の大自然を活かした過ごし方。

 ダボスやアスペンのようなリゾー

トになりうる土壌。
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奥志賀高原でのワーケーションのコンセプト

Work Vacation

Vacancy -tion
学び（Education）
貢献（Contribution）
創造（Creation）

癒し・健康（Recreation）

Vacantな状態で過ごす
大自然の中で敢えて何もしない

過ごし方
(脱デジタル、脱ストレスetc.)
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奥志賀の自然の力を活用したプログラム・アクティビティ

学び
(Education)

貢献
(Contribution)

健康・癒し
(Recreation)

創造
(Creation)

•グリーンタフと呼ば
れる1400万年前の緑

色凝灰岩を見ながら
のトレッキングなど
国立公園内ならでは
の学びができます。
•奥志賀高原自然学習
•国立公園ガイド案内
•星空観賞会

•参加者同士のネット
ワーク

•国立公園の美化活動、
植樹などを通して地域
貢献を実践することに
よりSDGs活動ができ
ます。
•植樹
•間伐
•山道・遊歩道整備
•薪割り

•奥志賀の大自然の中で
の森林ヨガやトレッキ
ング、スキーなどを通
して心身ともに真のリ
フレッシュができます。
•森林ヨガ
•トレッキング
•森林浴
•睡眠
•ファスティング
•サウナ
•プール
•露天風呂
•脱デジタル

•日本国内でも有数の大自
然にあふれた環境ですの
で、喧騒を完全にシャッ
トアウトし仕事への集中
が高まり、新たなアイデ
アの創出が可能



敢えてVacancyにこだわる過ごし方

 ワーケーションという考えの中で敢えて“Vacancy”にこだわった過ごし方を提案しま
す。AI・DXといった情報化が進み人にかかるストレスレベルが高くなる中で敢えて
Vacant(空白)状態で過ごすということも大切だと考えております。

 奥志賀高原ではより洗練された環境でVacancy(空白)を過ごすことができますので心身
ともにリフレッシュができます。
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1. 過去・未来を考えず現在の
ことに集中する。

2. 緑豊かな自然環境で過ご
す・活動する。

3. スマホなどの電子デバイス
に触れない。

4. 美味しい食事を楽しむ、普
段できない楽しみ方をする。

ストレスを感じない環境



ホテルグランフェニックス奥志賀のこだわり
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1．木・光・石が調和したこだわりの建物と内装

• 世界各地から素材・職人を集め建築した建物は時が経っても独特の
魅力で訪れた人をひきつけます。

2．ゆったりとした滞在を可能にする広々としたお部屋
• 35部屋ある客室は一番小さなスタンダードツインでも42㎡あり、

くつろぎの時間を約束します。

4．露天風呂・展望大浴場・サウナ・スイミングプールと充実し
たリフレッシュメント

• 新規オープンした空中露天風呂は自然鉱泉で身体にも優
しくポカポカになります。

• 6mの窓ガラスからの景色を眺めながらグラスを傾けアフ
タースキーも充実。

3．イタリアン・和食・中華と3種類の本格料理があるのでロ
ングステイでも満足できるお食事をお楽しみいただけます。

• 旬の素材を日本各地から取り寄せ、また信州の食材
も使い各料理長が腕を振るいます。
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奥志賀高原は志賀高原の一番奥座敷にあり、ヨーロッパアルプス
のリゾート地のような雰囲気でワーケーションを楽しめます。

1. 国立公園の特別地域にある奥志賀高原は、日本国内でも有数の大自然にあふれた環境
ですので、喧騒を完全にシャットアウトし仕事への集中が高まります。

2. 奥志賀の大自然の中での森林ヨガやトレッキングなどを通して心身ともに真のリフ
レッシュが可能となります。

3. 標高1,500mにある奥志賀高原の平均気温は8月でも30度以下。夜は20度前後と涼しい
ので快適な睡眠で次の日もすっきり。

4. スイミングプール・露天風呂・サウナ・ジャグジーなどホテルライフを充実させる
数々のリフレッシュメント。

5. イタリアン・和食・中華と3つのレストランがあり、ロングステイでも飽きることなく
過ごせます。



業務・気分によって働く場所はいろいろ
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 集中したいときは部屋で、同僚などと話しながら仕事するときはラウンジで、またリフ
レッシュするときはベランダやテラスでと気分や業務に合わせて働く場所を選べます。



打合せスペースや会議室も人数や用途に応じて

 基本的には少人数での打ち合わせた打ち合わせや会議スペースをご用意しております。

 森の音楽堂をしようすると100人規模の会議やカンファレンスにも対応可能。
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少人数であればロイヤルスイートのソファーで 個室を利用すれば～10名までの会議に対応

*森の音楽堂

の利用は別
途使用料が

かかります。

20名前後であればレストランの一角を貸切利用 森の音楽堂を利用すれば100名+の
カンファレンスも可能



ワーケーションを充実させるアクティビティ

 自分のペースでアクティビティに参加してリフレッシュ。森林が発するフィトンチッド
を身体いっぱい受けて心も身体も健康に過ごせます。
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朝から楽しめる
森林ヨガ

昼間は渓谷トレッキングで
森林浴

夜はラウンジや星空バーで
ネットワーキング



奥志賀でのワーケーションの様子

13

 奥志賀の大自然を活かした五感を研ぎ澄ますワークショップの開催
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奥志賀の自然の力を活用したワーケーションを通して
実現したいこと

お客様がワーケー
ションを通して

“心”と“体”のバ
ランスを取り、新た
な活力を得て日本を
健康にする。

企業エグゼクティブ
が積極的にワーケー
ションを取り入れる
ことにより、各企業
内でワーケーション
を普及する。

植樹や登山道の整備など
国立公園普及のコンテン
ツを強化し、“ワー
ケーション”を通して
“地域貢献”できる環
境を強化する。

個人と企業と地域の健康経営の実現
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志 賀 高 原

志
を
も
っ
て

喜
び(

賀)
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た
え

高
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を
目
指
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み
な
も
と
が
あ
る
。

個人・企業が発展・成長を目指すには
うってつけな場所“志賀高原”



Thank you
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奥志賀には2つのホテル、9つのペンションがあり、
予算や規模に応じた滞在が可能。

奥志賀高原ホテル ホテルグラン
フェニックス奥志賀

ペンション シャレー
クリスチャニア

ペンション
コットンハウス

プチホテル Epi ゲストハウス
tesoro奥志賀

プチホテル コンテ・
デ・ネイジュ

ロッジ
やまのまにまに

ペンション 白 ペンション 樹の子 ブルーエ
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お部屋と施設

ヨーロッパ調の広々とした空間でお過ごしいただけます。

 客室数: 35室
• スタンダードツイン(42㎡: 定員2名+エキストラ3名)
• デラックスツイン(53㎡: 定員2名+エキストラ3名)
• 最上階ツイン(42㎡: 定員2名)
• ジュニアスイート(57㎡: 定員4名+エキストラ2名)
• デラックススイート(70㎡: 定員4名+エキストラ3名)
• ロイヤルスイート(100㎡: 定員4名)

 レストラン、ラウンジ:
• イタリアンレストラン「La Sterra Alpina」
• 和食・中華レストラン「篝火」
• ラウンジ・バー「Largo」

 その他施設
• 大浴場(4F): 空中露天風呂、展望大浴場、サウナ
• スイミングプール: プール、ジャグジー、サウナ
• ショップ: ホテルショップ、アウトレットショップ

スタンダードツイン(42㎡)

ロイヤルスイート (100㎡)

展望台大浴場

ショップ スイミングプール サウナ
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奥志賀の自然の力を活用したワーケーション
トリップ

奥志賀高原の自然の力を活用したワーケーションを体験いただき、奥志賀高原での
“学び”“遊び”“健康・癒し”“滞在”をテーマにファムトリップを開催いたしま
した。

【学び】: 奥志賀の自然の中で五感を研ぎ澄ますワークショップ、施設内でのワー

ケーション体験

【遊び】: 奥志賀高原トレッキング

【健康・癒し】: 森林ヨガ体験、サウナ、露天風呂

【滞在】: ホテルグランフェニックス奥志賀で楽しむ衣食住、コワーキングスペース

“hiroen”



奥志賀の自然の力を活用したワーケーション
トリップコンテンツ

 “心”と“体”にフォーカスし、奥志賀渓谷を歩きながら五感をフルに研ぎ澄ました
ワークショップを開催。

 国立公園志賀高原管理事務所のレンジャーをお呼びして、国立公園の紹介ならびにワー
ケーションの課題について議論するセッションを開催。
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多忙を極める企業エ
グゼクティブが自分
と見つめあう時間を
見つけ、自分自身・
仕事・会社の次の一
手を考える。

ブナの原生林・白樺
林など奥志賀の奥深
い自然との対話によ
り、都会では味わえ
ないリフレッシュを
実現する。

メンタル

コンディショ
ニング

フィジカル

コンディショ
ニング

パフォー
マンス

（成果）

技

体心



リゾートホテルならではのリフレッシュメント

 スイミングプールには、ジャグジーやサウナも完備して、エクササイズをしながらリフ
レッシュができます。

 大浴場には空中露天風呂、展望内風呂、サウナと一日の仕事の疲れをしっかり流せる施設
がそろっております。いま流行りのサウナも景色が見えるサウナは都内にはありません。
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ワーケーションの滞在を充実させるお食事

イタリアンレストラン (80席)
La Stella Alpina

和食・中華レストラン (65席)
篝火

アメリカンブレックファースト

48時間煮込んだ牛タンシチュー 世界各地の素材を使った本格コース

焼魚中心の和朝食

創業以来人気の海鮮
あんかけ焼きそば

信州の素材をふんだんに使った懐石コース

本格中華コース



 ホテルステイをより充実いただくために暖炉のあるラウンジでゆっくりお過ごしいただ
くととも、昨年より「星空バー」を開始し、満天の星空の下で星空観察をしながらお酒
をお楽しみいただく企画も好評です。また8月下旬からは天の川観察ツアーなども開催
し、夜の奥志賀をお楽しみいただいております。

ホテル滞在中の過ごし方
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星空バー(7月-8月)

天の川も見える夜景

暖炉のあるバー・ラウンジ

6mの1枚ガラスからの
絶景
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志賀高原の一番奥に位置する奥志賀高原

奥志賀高原は志賀高原の一番奥に位置し、
リフト下部で標高1,500m、山頂付近で標
高2,000mになります。
100%天然雪で、12月~ゴールデンウィー
クまでスキーを楽しめます。

積雪は常時(1月~3月)
は約2~3m!!
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奥志賀の大自然



春はスキーとお花見

 春はゴールデンウィークまで天然雪で楽しめる「スキー・スノボー」、また山のふもと
では桜、菜の花、桃の花など多種多様なお花が楽しめます。都心部に比べて約2週間ほ
ど季節が遅れている北信では4月中旬から5月にかけて桜をはじめ多くのお花が咲きます。
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山の上ではスキーを
山のふもとでは 満開のお花を



快適な睡眠

 年々暑さを増す日本において、熱中症や夏バテは大きな社会問題になりつつあります。
その中で、睡眠というものはとても大切な役割を果たしていますが、熱帯夜が続く都会
では夏場にゆっくり眠るのは不可能になってきました。

 標高1,500メートルにある奥志賀高原では夏場でもエアコンなしでゆっくり眠ることが
できます。今年も猛暑が予想される中「快適な睡眠」をテーマにしたツアーはいかがで
しょうか。
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奥志賀高原平均気温と日照時間 (Source: NOAA)
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大自然と一体となって心と身体を癒す: 森林ヨガ

ホテルグランフェニックス奥志賀では、お客様に最高のリラックスと癒しを味わっていただくため、壮大
な自然の中で楽しめる「森林ヨガ」をご用意いたしました。ヨガは体質改善、健康・美容促進、ダイエッ
トなど多くの効果が認められ日本国内においても人気が高まっております。奥志賀高原の大自然で行うヨ
ガはその効果をさらに高め、スタジオでは味わうことのできない爽快感を満喫することができます。
当ホテルでは「森林ヨガ」と「早朝ヨガ」の2つのプログラムをご用意して皆様のお越しをお待ちしており

ます。今年の夏は「森林ヨガ」で気持ちの良い汗をかき、「空中露天風呂」でゆっくりとリフレッシュ。
そのあとは選りすぐりの食材を使ったホテルの料理に舌鼓を打つ・・・。そんな贅沢な過ごし方はいかが
でしょうか。



奥志賀渓谷

 奥志賀渓谷でのトレッキングでブナの原生林、渓谷内の特徴のある滝などマイナスイオ
ンスポットなどを体験。また季節の花々などを紹介。
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奥志賀高原ゴルフ場 (6ホール)
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白樺につつまれた静寂な高原で満喫。高原の涼しさを全
身で感じながらのプレイをお楽しみいただます。お子さ
まや初心者でも気軽にプレーできるコースです。
期間：（オンシーズン）

6/23～10/8土日祝日、
8/1～8/31の全日
（オフシーズン）
6/23～7/31、9/1～10/8の平日

注: 日程は2018年のものになります。



小澤国際室内楽アカデミー

 毎年小澤征爾氏が指揮する小澤国際室内楽アカデミーのコンサートを開催。小澤征爾氏
も自ら指揮する機会も多数あり。
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小澤国際室内楽アカデミー奥志賀
弦楽アンサンブル演奏会

第33回 森の音楽会
2020年9月13日日（土） 「森の音楽堂」

〜金管アンサンブルの響き〜
「OMF室内楽勉強会」

森のオーケストラ



志賀高原周辺ポイント: 横手山スカイテラス
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詳細はこちら

標高2,307メートルの横手山スカイテラスは日本一標高の高いテラスになり、天気が良
いと富士山はもちろんスカイツリーも見える(らしい)ます。

雲の上のパン屋さん

横手山スカイテラスからの絶景



志賀高原周辺ポイント:石の湯のゲンジホタル
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ゲンジボタルは日本にしか生息しない大型のホタルで、 幼虫時

代を水中で過ごす世界的にみて大変珍しい生態をもつホタルで
す。 (ホタルの仲間は世界中に約2000種類いますが、幼虫時代
を水の中で過ごすのはそのうちの 数種類だけなのです)
川には岸辺から湧き出した温泉が入り込むため、水量を安定さ
せると共に、幼虫のエサとなる カワニナを大量に発生させる為、
標高の高い志賀でもホタルが観察できる要因となっています。
平成20年3月にはその特性が認められ、志賀高原石の湯のゲンジ

ボタルは国の天然記念物に指定されました。水と緑ときれいな
空気、そんな志賀高原の大自然の中、満点の星空の下、幻想的
なの光が観察できます。

日本一ずくめの石の湯ゲンジボタルの特徴は？
・発生地の標高が日本一。
・成虫の発生期間が日本一。
・幼虫の上陸期間も日本一。
・成虫の寿命が長い。
・明滅周期が長い。



志賀高原アクティビティ: SUP ＆ キャニオニング

 琵琶池でのSUP(スタンドアップパドリング)やキャニオニング(沢登り)など志賀高原の
アクティビティなど。
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秋の奥志賀高原

 高低差、多種多様な樹木のある志賀高原では9月末から11月初旬と長い期間紅葉が楽し
めます。栗やシャインマスカットなど北信の美味しい食材を活用したグルメと一緒に紅
葉を楽しむ過ごし方もできます。
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志賀高原にあるコワーキングスペース「hiroen」では、
通常のワーケーションでの利用以外にも開発合宿、
チームビルディング、研修合宿などを実施。


