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ホテルサイプレス軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東 287-1／総支配人：於保 孝志）では、2020 年 10

月 1 日～31 日の期間、軽井沢の秋の味覚と豊かな自然をテーマにした、食・空間・アクティビティで心おどるハロウィ

ン体験ができるイベント「彩り Halloween 2020」を開催いたします。 

 

本イベントのメインは、手のひらサイズの可愛いミニかぼちゃに、カラフルな絵の具で自由にペイントし、自分だけのオ

リジナルハロウィンかぼちゃを手作りする期間限定のアクティビティです。完成したミニかぼちゃは同期間中館内に出現

する、ミニかぼちゃからなる高さ約 150cm の巨大かぼちゃオブジェに飾っていただくことができます。 

当ホテルとお客様が創り出す色とりどりの巨大かぼちゃは、そのカラフルな色の力で見る人の心を笑顔にするハロウィン

オブジェとして楽しい気分をより一層盛り上げます。 

 

同期間限定の軽井沢高原野菜をふんだんに使用した見た目も鮮やかなフレンチコースや、国産かぼちゃと和栗の

濃厚ハロウィンスイーツも販売いたします。また、当ホテルのラウンジ「ラ・カスケード」で毎夜開催される人気の生演奏

コンサートでは、同期間中（不定期）ハロウィンらしいポップで少し怪しげな曲に様変わりしお食事タイムを演出します。 

色とりどりのハロウィンイベント「彩り Halloween 2020」開催 
カラフルかぼちゃで高さ 150cm の巨大オブジェが出現！？ 

期間：2020 年 10 月１日（木）～ 2020 年 10 月 31 日（土） 
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■「彩り Halloween 2020」開催背景 

 

昨今の新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、ハロウィン装飾用に育てられたかぼちゃが収穫時期を迎える中、

開催を予定していた多数のハロウィンイベントが中止、開催見送りがなされており、たくさんの装飾用かぼちゃが行き場

を失うことになります。そこでホテルサイプレス軽井沢では、かぼちゃ農家さんから仕入れた本物のミニかぼちゃを使用

し、ご自宅でも気軽に楽しめる〈かぼちゃペインティング〉を紹介するとともに、当ホテルご滞在中に体験できる期間限定

アクティビティを考案いたしました。 

ペイントを施したミニかぼちゃはご自宅へ持ち帰ったあと、おうちでも引き続きハロウィン装飾としてお楽しみいただけま

す。 

本イベントの活動を通じ、少しでもかぼちゃ農家さんの支援につながるよう思いを込めて準備を進めて参りました。 

 

 

また、町全体に現代アートと歴史ある芸術が入り混じる、美しい景観を守る軽井沢。そんな芸術にゆかりのある軽井

沢で芸術に触れる機会を持っていただくだけでなく、完成したかぼちゃは館内装飾の巨大かぼちゃオブジェに飾ってい

ただくことでオブジェの制作者の一人として参加することも可能です。 

 

ゲスト様によってペイントされたカラフルなミニかぼちゃを積み重ねて作られる、高さ約 150cm の壮大な巨大かぼちゃ

オブジェは、フォトスポットとしてはもちろん、子供から大人までが楽しめる愉快で心おどる空間を演出いたします。 

このコロナ禍で沈んだ心を明るくカラフルに、笑顔が生まれる楽しい装飾によりゲストの皆様の思い出に残るハロウィン体

験をご提供したいと考えております。 
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■イベント概要 

「彩り Halloween 2020」 2020 年 10 月１日（木）～10 月 31 日（土） 

（※徹底した新型コロナウウィルス感染症対策を講じた上で開催いたします。） 

 

期間限定アクティビティ 〈 ミニかぼちゃペインティング 〉 

カラフルな絵の具でミニかぼちゃに自由にペイントし、自分だけのオリジナルハロウィンかぼちゃを手作り。完成したか

ぼちゃを巨大かぼちゃのオブジェに飾って写真撮影ができます。最後は旅の思い出に持ち帰り、ご自宅でハロウィン装

飾として楽しんでいただくこともできます。または館内オブジェに飾っていただくことでオブジェの制作者の一人として参

加することも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【会 場】 館内ラウンジ前 特設ペインティングコーナー 

【時 間】 11:30～20:00 

【料 金】 500 円 ／1 個 

【定 員】 5 名ずつ 

※ペインティングコーナーは人数制限を設け、順番にご案内します。 
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秋の味覚を味わう 〈 ハロウィン限定メニュー 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ハロウィンフレンチコース〉 ------------------------------- 

 

同期間限定、軽井沢ならではの秋の高原野菜とハロウィンをテーマに、食欲の秋を堪能できるハロウィンフレンチコー

スをご用意いたしました。 

（メニュー） フォアグラと小布施栗のプティテリーヌ/根菜スープのポットパイ 

信州白樺若牛のローストと季節野菜 赤ワインソース/小布施栗のタルトレット 

 

【場  所】 フレンチレストラン 「La Table」 ラ・ターブル  ※完全予約制 (最終予約 19:30) 

【時  間】 ディナータイム 18:00～22:00 （最終入店 20:00） 

【料  金】 5,000 円 

 

〈ハロウィンスイーツ〉------------------------------------- 

 

ラウンジで手軽に食べることができる見た目も可愛らしい国産かぼちゃと長野県の小布施栗をつかった濃厚スイーツを

ご用意いたしました。 

明るくポップでハロウィンを感じられる可愛らしいスイーツです。 

 

【場  所】 ラウンジ「ラ・カスケード」 

【時  間】 11:30～22:00 （ラストオーダー 20:45） 

【料  金】 小布施栗のタルトレット 500 円 / かぼちゃプディング ハロウィン ver 400 円 

 

※仕入れ状況により内容が一部変更となる場合がございます。 

※表示金額はサービス料・消費税込の金額となります。 

左：かぼちゃプディング ハロウィン.ver 右：小布施栗のタルトレット 
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■〈3 密回避〉安心滞在への取り組み 

ホテルサイプレス軽井沢では、お客様に安心してご滞在いただける旅をご提供するべく、徹底した「3 密回避」および、

館内随所における「衛生管理」を基盤とした以下への取り組み、お客様および従業員の「健康管理」を徹底しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【衛生管理】 

 

・ホテル滞在中は、マスクの着用をお願いしております 

・客室清掃時には、手が触れる部分（ドアノブ、引き出し、取っ手、リモコン、スイッチなど）を重点的にアルコール消毒に

よる拭き上げを実施 

・フロント、レストラン入口、その他随所にアルコール消毒液の設置 

・ホテル入館時およびレストラン入店時に全てのお客様へアルコール消毒の実施 

・食器類（お皿・グラス等）やカトラリーの高温洗浄を実施 

・館内各施設において定期的な換気およびアルコール除菌清掃の実施 

・スタッフの検温・体調管理と接客時のマスク着用を実施 

 

 

【フロント（チェックイン／チェックアウト）】 

 

・代表者によるチェックイン／チェックアウト 

・混雑時にはラウンジおよび待合スペースを活用したチェックイン／アウトの適宜実施 

・カウンターにはアクリル板を設置 

・館内案内は書面にてご説明をし、接触時間の短縮 

・「健康チェックシート」による体調・渡航履歴の確認 

※37.5 度以上の発熱が認められた場合、保健所の指示に従い、ご宿泊をご遠慮いただく場合がございます。 
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新型コロナウイルス感染防止対策 〈3 密回避〉安心滞在への取り組み 

https://www.cypresshotels.jp/karuizawa/news/detail.php?id=89 

 

（動画） https://youtu.be/vKQFGmHdkTs 

 

 

■本イベント協力生産施設様 概要 

生産施設名：合同会社九十九里振興（まなびファーム） 

住所：千葉県大網白里市北今泉９００－２ 

URL：https://www.chibatk.jp/yasai_halloween.html 

 

 

 

ホテルサイプレス軽井沢 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標高 1,000m の高原リゾート、軽井沢にたたずむホテルサイプレス軽井沢

は、優雅なひと時を過ごしたい方々に、心ゆくまでご満足いただくため誕生しま

した。森の香り漂う澄んだ空気、四季折々で様々な表情を見せる美しく豊かな

自然と、その自然に溶け込んだ歴史ある美しい建物が立ち並ぶ国際的リゾート

地、軽井沢。 

館内には鉱石らぢうむ泉や、炭酸泉、サウナが完備され、心と身体を優しく

癒します。館内レストランには、旬の厳選素材を使用した創作フレンチ【La 

Table ラ・ターブル】、季節ごとのビストロメニューや生演奏が楽しめる開放的な

ラウンジ【La Cascade ラ・カスケード】、鉄板焼きしゃぶしゃぶダイニング【美庵 

びあん】がございます。 

 

所在地：〒389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東 287-1 〈TEL〉：0267-42-0011 

アクセス：軽井沢駅南口より車で約 5 分／上信越道 碓氷軽井沢 IC より約 25 分 

〈URL〉：https://www.cypresshotels.jp/karuizawa/ 〈客室数〉：85 室 〈IN〉15：00～／〈OUT〉～11：00 

 


