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星のや 脱デジタル滞在
ＩＴ中毒ともいえる現代人。「現代を休む日」をコンセプトにした星のやが、今年新たに提案する脱デジ

タル滞在は、デジタル断ちし、忙しい日常から完全に隔絶。デジタルから解放されその土地の文化や自然

に浸かることで極上のリラックスを感じ、本来の自分の感覚を取り戻す2泊3日の滞在プログラムです。

リリースのお問い合わせ先

島内に２８ヶ所ある御嶽（おん・沖縄の信仰における神の住ま

う場所）。島人と一緒に自然と一体化し原始的な信仰の形を留

める御嶽を巡り、神聖な風に触れ心に纏った垢を洗い流します。

竹富島でも随一の民具づくりの名人から縄編みとビン

玉づくりを学びます。自然の中で賢くしなやかに生きる島

人の普遍的な強さを感じます。

星のや 竹富島に隣接するアイアル浜でボルダリングに挑戦します。琉球石灰岩の鋭い岩肌を指先で感じ、自分の体だけ

を頼りに自然を制していく経験を通して、都会生活では鈍りがちな全身に血液と神経が通う感覚を取り戻し、ひいては魂を見

つめ直す時間となります。激しい運動で疲れた体には、竹富島の穏やかな春の日射しと穏やかに漂う波の音が癒しをもたら
します。インストラクターと一緒に行いますので初心者でも参加できます。

星のや竹富島星のや竹富島

星のや京都星のや京都

はじめに携帯電話やパソコンなどのデジタル機器をお預かり

各地の伝統文化や雄大な自然に浸かる

スパや鍼灸、温泉で身体を調える

一人の時間をもち思い思いに過ごし、自分と向き合う

その一、

その二、

その三、

その四、

星のや軽井沢星のや軽井沢



スマートフォンやPCと一日中向き合い、IT中毒とも言える現代人。知らず知らず、心・脳・身体全体に疲

労とストレスを蓄積しているといわれます。数日ITから離れ、視覚以外の五感を意識し、豊かな自然の中

での活動に没頭、温泉や指圧師による施術を体感することで、疲労やストレスからの諸症状の緩和へと導

きます。身体に休息をもたらし、心身ともにリフレッシュを目指す、2泊3日の滞在プログラムです。

星のや軽井沢（長野県・軽井沢）Press Release 2015/04/15

星のやスパ デスティネーションスパプログラム

脱脱脱脱デジタルデジタルデジタルデジタル滞在滞在滞在滞在・・・・夏夏夏夏
～「 ＩＴ断ち 」で気分一新、心に休息を～

薄明薄明薄明薄明のののの森森森森をををを歩歩歩歩くくくく 夜明夜明夜明夜明けのけのけのけの小浅間山小浅間山小浅間山小浅間山トレッキングトレッキングトレッキングトレッキング
夜空が白み始める薄明のとき。朝露に濡れ、空気がひんやり澄んだ夜明けの森へトレッキングに出かけます。舗

装された道路とは異なる不安定な道を視界が制限された中で歩くには、深い集中力が必要です。五感が研ぎ澄ま

され、日頃どれほど視覚に頼った世界にいるかを実感するでしょう。登りきった先には、朝日に照らされた浅間

山の雄大な姿が。視界のみならず、心も解放されます。

温泉水中指圧温泉水中指圧温泉水中指圧温泉水中指圧とととと闇闇闇闇のののの湯湯湯湯のののの浮遊浴浮遊浴浮遊浴浮遊浴
温泉の中で浮力を利用しながら身体の深い筋肉へ働きかけ、心身をリラックスへと導きます。メディテイション

バスの闇の湯では浮力に身を任せて、深い呼吸で気持ちを落ち着かせます。温泉への入浴で、身体をあたため、

疲労やストレスによるご不快を回復へと導きます。

視機能視機能視機能視機能にににに関関関関わるわるわるわる経絡経絡経絡経絡へへへへ働働働働きかけるきかけるきかけるきかける施術施術施術施術
スマートフォンやPCの常用から起こる目の疲れや頭痛、崩れがちな姿勢。頭部をはじめ、全身に施す指圧により

目の周りや背中の緊張を緩めます。目の疲れの緩和だけでなく、背筋が伸び全身が動かしやすくなります。

このリリースにこのリリースにこのリリースにこのリリースに関関関関するおするおするおするお問合問合問合問合せせせせ 星野リゾート グループ広報

TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853 E-mail：pr-info@hoshinoresort.com

星星星星ののののやややや軽井沢軽井沢軽井沢軽井沢
現代を休む日、谷の集落に滞在する。世界中の知識人、文化人に愛されてきたリゾート地であり、すべての星

のやの始まりである軽井沢は、首都圏から程近く、慌ただしい毎日を休むにふさわしい場所です。澄んだ空気

に包まれた「山あいの理想郷」と表現すべく、離れになった客室は水辺を囲み、部屋のテラスから四季折々の

景色を臨めます。全ては「極上の休息」をお届けする為の、おもてなしの空間です。



脱デジタル滞在 その他のアクティビティPress Release 2015/04/15

2222泊泊泊泊3333日日日日 脱脱脱脱デジタルデジタルデジタルデジタル滞在滞在滞在滞在 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール例例例例

＜1日目＞

15:00 チェックイン

IT機器をアタッシュケースにてお預かり

します。鍵はフロントにお預けください。

16:00 星のやスパにて指圧施術

18:00 「軽井沢聞香」ご体験

＜2日目＞

3:30 起床、軽朝食

4:00 夜明けのトレッキングへ出発

5:00 山頂へ到着 休憩後下山

6:30 星のや軽井沢へ帰館

14:00 温泉水中指圧と闇の浮遊浴

15:00 ツボとお灸のワークショップ

20:00 「夜の集落散策」ご体験

21:00 ゆるゆる深呼吸

＜3日目＞

7:00 起床

8:30 のびのび深呼吸

12:00 チェックアウト

身体身体身体身体とととと心心心心をリラックスさせるをリラックスさせるをリラックスさせるをリラックスさせる

お休み前にプライベートな空間で行う、深い呼吸と

ゆっくりとした動きのストレッチ。気持ちを落ち着か

せ眠りに誘います。朝には身体を目覚めさせるスト

レッチもご用意。

「「「「軽井沢聞香軽井沢聞香軽井沢聞香軽井沢聞香」」」」でででで嗅覚嗅覚嗅覚嗅覚をををを研研研研ぎぎぎぎ澄澄澄澄ますますますます

和の伝統文化「聞香」を、軽井沢ならではの「自然

の香りを聞く」スタイルにアレンジ。生命力に満ち

た草木の香りに集中する「大人の遊び」としてお楽

しみ頂けます。

大人大人大人大人のパズルやのパズルやのパズルやのパズルや溜溜溜溜めめめめ込込込込んだんだんだんだ本本本本をををを読破読破読破読破するするするする時間時間時間時間

まとまった時間の取りにくい現代、溜め込んだ本や連

載物の読破はいかがでしょう。部屋に用意された木製

パズルに集中したり、手挽きのミルで挽いた珈琲豆の

香りを楽しんだり。日常の雑念を取り払います。

夜夜夜夜のののの集落散歩集落散歩集落散歩集落散歩でででで月月月月やややや星星星星のののの明明明明るさをるさをるさをるさを知知知知るるるる

星のやの夜は照明が抑えられ、夜空を見上げるのにふ

さわしい場所。中でも灯りのないイチイの丘で、視覚

に頼らない散策をご用意します。草の感触、虫の声、

水の音。寝転がり夜空を見上げる一人の時間「ソロタ

イム」で自然との一体感を感じていただけます。

星のや軽井沢「「「「脱脱脱脱デジタルデジタルデジタルデジタル滞在滞在滞在滞在」」」」 滞在時オプションプログラム料金（宿泊代別） 料金：58,000円（税・サ別、交通費別）

含まれるもの：トレッキング1回、軽朝食1回、スパ（指圧）1回、水中指圧1回、軽井沢聞香1回、夜の集落散歩1回、ワーク

ショップ1回、深呼吸アクティビティ2回 期間：5/11～9/15

※※※※ショートショートショートショートVer.Ver.Ver.Ver.（（（（1111泊泊泊泊2222日日日日））））もごもごもごもご用意用意用意用意していますしていますしていますしています

「脱デジタル滞在（ショートVer.）」料金：40,000円（税・サ別、交通費別）

含まれるもの：トレッキング、水中指圧、スパ（指圧）1回、深呼吸1回



伝統とモダンを融合させた新たなチャレンジを続ける京スイーツの世界。星のやではこの冬、京スイーツの「いま」を味

わうことができるとっておきの京都旅にご案内します。いつも頑張る自分に、ここでしか体験できない至福のご褒美時

間を作ってみてはいかがでしょうか。

脱脱脱脱デジタルデジタルデジタルデジタル滞在滞在滞在滞在・・・・初夏初夏初夏初夏
～～～～京京京京文化文化文化文化にににに触触触触れれれれ、、、、心身心身心身心身ともにともにともにともにリラックスリラックスリラックスリラックス～～～～

Press Release (2015/4/15）B 星星星星ののののやややや 京都京都京都京都 （（（（京都京都京都京都・・・・嵐山嵐山嵐山嵐山）））） NEW

仕事でもプライベートでもパソコンやスマートフォンが欠かせない存在となり、いつでも誰とでもつながる

ことができるようになった現代社会では、気づかぬうちにストレスが蓄積していることもあります。星のや

京都ではデジタル社会から離れ、京都文化と自然に浸り、本来の自分を取り戻す滞在をご提案いたします。

心身ともにリフレッシュし、明日への活力につながる２泊3日のプログラムです。

夜が徐々に明け始める早朝5時、星のやを出発し京都の有名寺院へ朝のお勤めに向かいます。静寂に包まれた

寺院では、日常の喧噪から離れ読経や座禅の体験をしていただきます。静謐な空気の中で自分と向き合うと、

雑念から解放され徐々に心が落ち着いていきます。読経と座禅の後はご住職の説法を聞きながらお抹茶の時

間も。貴重なお話に耳を傾けることで、自分を見つめ直し、心の余裕が生まれる体験です。

自分自分自分自分をををを見見見見つめつめつめつめ直直直直しししし、、、、心心心心のののの余裕余裕余裕余裕がががが生生生生まれるまれるまれるまれる朝朝朝朝のおのおのおのお勤勤勤勤めめめめ

戦国時代は戦に出陣する武士たちのリラクゼーショ

ンとして使われていた香道。香りに集中し、五感を

研ぎ澄ます時間をお過ごしいただきます。香道の歴

史、香りの聞き方、表現の仕方等を学んでいく、知

的好奇心が刺激される体験です。

知的好奇心知的好奇心知的好奇心知的好奇心をををを刺激刺激刺激刺激するするするする聞香入門聞香入門聞香入門聞香入門

東洋医学の針灸師が事前に問診をし、おひとりお

ひとりに合った鍼灸・按摩マッサージを行います。

四季折々の自然の景色を眺めながらのスパ体験は、

心身ともにリラックスに誘い疲れから解放される

ひとときです。

疲疲疲疲れかられかられかられから解放解放解放解放されるされるされるされる鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸・・・・按摩按摩按摩按摩



「「「「脱脱脱脱デジタルデジタルデジタルデジタル滞在滞在滞在滞在・・・・初夏初夏初夏初夏」」」」
■日時：4月10日〜6月31日 ■料金：

■含まれるもの：朝のお勤め、聞香入門、鍼灸と按摩マッサージ60分、おすすめのウイスキー1杯、水辺の深呼吸

−1日目−

15:00 チェックイン

16:30 水辺の茶の子お抹茶体験

17:30 ご夕食（別料金）

21:00 蔵で日本のウイスキーを味わう

−2日目−

5:00 有名寺院で朝のお勤め体験

8:30 ご朝食（別料金）

10:00   お部屋で読書

15:30 鍼灸・按摩マッサージ

17:30 ご夕食（別料金）

−3日目−

8:30 水辺の深呼吸

9:00 ご朝食（別料金）

10:30 聞香入門

12:00 チェックアウト

星星星星のやのやのやのや 京都京都京都京都 （（（（京都京都京都京都・・・・嵐山嵐山嵐山嵐山））））

このリリースにこのリリースにこのリリースにこのリリースに関関関関するおするおするおするお問合問合問合問合せせせせ

星野リゾート グループ広報

TEL：03-5159-6323 

FAX：03-6368-6853

mail：pr-info@hoshinoresort.com

Press Release (2015/4/15）B

古よりの王朝貴族の清遊地、京都・嵐山。百人一首で知られる小倉山と嵐山の峡谷に佇む水辺の私邸。進取

の気風ある京料理、四季の美しい景観と静けさの非日常の世界を楽しんでいただける京都のリゾートです。

星のや京都星のや京都星のや京都星のや京都

NEW

ご到着時には携帯電話やパソコン

をお預かりします。デジタル機器

の代わりにお部屋には、知性をく

すぐる星のやのおすすめの書籍を

ご用意いたします。普段はなかな

か取ることができない読書に没頭

する時間をお愉しみください。

時間時間時間時間をををを忘忘忘忘れれれれ読書読書読書読書にににに没頭没頭没頭没頭するするするする Salon&BarSalon&BarSalon&BarSalon&Bar蔵蔵蔵蔵でででで大人大人大人大人のののの時間時間時間時間

ご夕食後、Salon＆Bar蔵では国産の

ウイスキーをご用意しております。

お好みのウイスキーには京都のビ

ターなチョコレートを。お酒と

チョコレートのマリアージュで静

かに京都の夜を愉しむことができ

る大人の時間です。

自然自然自然自然のののの中中中中でででで心身心身心身心身をリフレッシュをリフレッシュをリフレッシュをリフレッシュ

朝の爽やかな空気の中で、呼吸法

を重視したゆったりとした体操

「水辺の深呼吸」をご体験くださ

い。鳥のさえずりを聞きながらの

体操は体をゆったりと目覚めさせ、

心も体もリフレッシュし、軽くな

ります。

スケジュール例：スケジュール例：スケジュール例：スケジュール例：



Press Release（ 2015/4/15） 星星星星のやのやのやのや 竹富島竹富島竹富島竹富島（（（（沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県・・・・竹富島竹富島竹富島竹富島））））

脱デジタル滞在 夏

SNSやネットなどが生活に欠かせなくなりいつでも誰かと繋がっている現代。便利なようでどこか

ストレスを感じ疲れを溜めている人が多いと言われています。この滞在では、ご到着後PCと携帯電

話をお預かりし、2泊3日の滞在中はIT断ちをしていただきます。竹富島は開放的な自然と伝統が守ら

れる島。そこには、島に暮らす人々の原始的でありながらも合理的な知恵が備わった生活スタイル

が息づいています。島の自然・文化を全身全霊で体験することで、現代生活では忘れられがちな人

間本来の逞しさやしなやかさを取り戻すプログラムをご提案します。

リリースのお問い合わせ先

星野リゾート グループ広報

TEL：03-5159-6323

FAX：03-6368-6853

E-mail：pr-info@hoshinoresort.com

星星星星のやのやのやのや 竹富島竹富島竹富島竹富島 「「「「脱脱脱脱デジタルデジタルデジタルデジタル滞在滞在滞在滞在〜〜〜〜魂魂魂魂をををを洗洗洗洗うううう男男男男のののの島旅島旅島旅島旅〜〜〜〜」」」」
2015年4月15日〜6月31日 2泊3日の滞在型プログラム
含まれるもの：宿泊費、ボルダリング体験もしくは御嶽ツアー、縄編み体験、星のやスパトリート

メント（1回）、シマ巡りBARでお好きなドリンク（１杯）（夕食・朝食・昼食は別料金）

「心編」1名1室利用時 お一人様123,500円〜（税別・サービス料別）

「体編」1名1室利用時 お一人様148,500円〜（税別・サービス料別）

「心」「体」両方利用の場合 1名1室利用時お一人様168,500円〜（税別・サービス料別）

〜魂を洗う男の島旅〜

島内に２８ヶ所ある御嶽（おん・沖縄の信仰における神

の住まう場所）。島人と一緒に自然と一体化し原始的な信

仰の形を留める御嶽を巡り、神聖な風に触れ心に纏った垢

を洗い流します。

島人島人島人島人のののの「「「「技技技技」」」」をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける「「「「心心心心」」」」御嶽御嶽御嶽御嶽をををを巡巡巡巡るるるる神聖神聖神聖神聖なななな旅旅旅旅

竹富島でも随一の民具づくりの名人から縄編みと

ビン玉づくりを学びます。自然の中で賢くしなやか

に生きる島人の普遍的な強さを感じます。

星のや 竹富島に隣接するアイアル浜でボルダリングに挑戦します。琉球石灰岩の鋭い岩肌を指先で感じ、自分の

体だけを頼りに自然を制していく経験を通して、都会生活では鈍りがちな全身に血液と神経が通う感覚を取り戻し、

ひいては魂を見つめ直す時間となります。激しい運動で疲れた体には、竹富島の穏やかな春の日射しと穏やかに漂

う波の音が癒しをもたらします。インストラクターと一緒に行いますので初心者でも参加できます。

「「「「体体体体」」」」自分自分自分自分とととと向向向向きききき合合合合うううう浜浜浜浜ボルダリングボルダリングボルダリングボルダリング
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＜補足資料＞

星のや 竹富島
2012年6月に開業した「離島の集落」。羽田から直行便で約3時間半。石

垣島からフェリーで10分。竹富島の東、アイヤル浜海岸に向かう蝶の道

を進むと、真新しい琉球赤瓦の集落「星のや 竹富島」が現れます。約2

万坪の敷地には、島内の家々と同じように「竹富島景観形成マニュア

ル」に従い、伝統を尊重して建てた戸建の客室、白砂の路地、プール、

見晴台など小さな集落が構成されています。

防潮林を抜けるとアイヤル浜に続き、まばゆい白砂と、珊瑚の島ならで

はの青い海が広がっています。

＜滞在スケジュール例＞

1日目

15：00 星のや 竹富島ご到着

携帯電話・PCをお預かりする

16：45 夕凪の唄ご鑑賞

19：00 ご夕食（別料金）

21：00 シマ巡りBARにて泡盛カクテルを楽しむ

2日目

7：00 よんなー深呼吸

7：30 朝食（別料金）

御嶽めぐり もしくは ボルダリング

御嶽めぐり 9：00〜14：00（昼食含む）

ボルダリング 10：00〜13：00

13：00〜 昼食（別料金）

15：00 縄編み体験

20：00 ご夕食（別料金）

食後はお部屋にて読書に没頭する

3日目

8：00 朝食（別料金）

10：00 星のやスパ「憩」

12：00   チェックアウト

お預かりしていた携帯電話・PCをご返却

※「御嶽めぐり」「ボルダリング」両方の参加を希望

される場合にはスケジュールを変更します。

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話をををを忘忘忘忘れれれれ読書読書読書読書にににに没頭没頭没頭没頭
到着したら携帯電話とPCをお預か

りします。代わりに、客室には沖縄

や八重山の文化・歴史に関する書籍

をご用意。圧倒的な非日常の空間で、

悠久の物語に想いを馳せる自由な時

間をご提案します。

シマシマシマシマ巡巡巡巡りりりりBARBARBARBARでででで泡盛談義泡盛談義泡盛談義泡盛談義
シマ巡りBARで島人の命の水とも

言える泡盛を使った、星のやこだわ

りのオリジナル泡盛カクテルを片手

に、バーテンダーと語り合うひとと

きを。

星星星星のやスパでのやスパでのやスパでのやスパで島時間島時間島時間島時間をををを堪能堪能堪能堪能
滞在のハイライトは島時間スパで

究極のリラックス。一軒家のスパ棟

を吹き抜ける緩やかな風を感じなが

ら、心地よい香りのオイルトリート

メントで疲労がたまったお身体をゆ

るめます。

竹富島は周囲約９.２km、面積約5.4km2。人口は350人程度

の小さな島です。しかし、御嶽が全部で28ヶ所配置され、

年間25もの祭事が行われる信仰心の厚い、神様と島民と

が一体化した神聖な島でもあります。

竹富島の伝統的な建築工法に基づいて建てられた客室。

グックと呼ばれる石垣は、職人がひとつひとつ手積みし

たもの。適度に風が抜けるため猛烈な台風からも建物を

守る。自然と共生する知恵が建物にも活かされています。


