
 
 
 
 

2012年10月1日「星野リゾート 界 加賀」誕生 
〜380年の老舗旅館「白銀屋」が「界」ブランドの仲間入りをします。〜 

Press Release (2012/7/10 ） 

創業380年、魯山人の定宿として知られる老舗旅館「白銀屋」が 
「星野リゾート 界 加賀」になりました。 
石川県山代温泉にある「星野リゾート 白銀屋」は2012年10月1日に「星野リゾート 界 加賀」として生
まれ変わります。「白銀屋」は、かつて陶芸家であり美食家でもある北大路魯山人の定宿として知られて
います。寛永元年（1624年）に創業した380年の伝統と歴史の風情はそのままに新たな魅力を備えてた旅
館へと進化して参ります。 

 
  日本初の温泉旅館ブランド「界」 
   
 星野リゾートは2011年10月に「界」
ブランドを立ち上げました。「界」は、
予約から滞在まで快適な旅をお過ごしい
ただける従来にはないサービス、上質感
のある滞在、旅の醍醐味でもある地域文
化の再発見を、お客様にご提供いたしま
す。こうしたサービスを進化させながら
今後数年かけて日本有数の温泉地に３０
カ所展開することを目指して参ります。
「界 加賀」は、既に展開している、松本
／伊東／出雲／津軽／阿蘇／熱海に続く
７つ目の「界」となります。 
 
  
  

リリースの問合先：株式会社 星野リゾート 広報 
tel：03-6222-2353 FAX：03-6368-6853 

pr-info@hoshinoresort.com 
  
 

歴史と伝統を感じる建物とモダンな内装はそのままに 

観るものを圧倒する迫力の加賀獅子舞 

「星野リゾート 界 加賀」は「白銀屋」をご愛顧いただいているお客様にも「界 加賀」になり初めてお越
しいただくお客様にも今まで「白銀屋」が大切にしてきた加賀の伝統と魯山人の思想を継承する食の魅力
をお客様に感じていただけばと思っております。華やかで雅な加賀文化と美肌温泉、歴史と伝統ある建物
や苔むす日本庭園を愛でに足をお運びください。  
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  「星野リゾート 界 加賀」の概要 

＜料理＞これからの九谷焼をつくる作家たち 
〜九谷焼の器と料理のマリアージュ〜 
「器は料理の着物」という魯山人の料理哲学にならい「料理と器のマリアージュ」をご
提供します。この器は、若手の作陶家の手によるもの。かつて山代の旦那衆が若い魯山
人の才能を認め、その創作活動を支えました。当館も若手作家の育成と伝統文化の継
承・発展に寄与したいと宮内庁御用達の品々を献上する山本長左氏の協力を得て実現し
た企画です。この器に盛られるのは、その魯山人の料理哲学を生かした料理。春はのど
黒、夏はアワビ、秋は海老、そして冬は蟹。加賀地方の良質な食材を最大限に生かした
料理をご堪能ください。 

＜部屋＞伝統とモダンの融合 
「界 加賀」は、山代温泉において唯一昔日の面影
を残す佇まいが特徴。国の有形文化財に登録された
本館の風情はそのままに加賀建築の伝統や色使いを
受け継ぎモダンな要素を取りいれています。 
 
加賀文化に包まれた優雅な客室が新しく登場 
この度、加賀友禅、九谷焼、加賀金箔や加賀水引な
どの伝統工芸をインテリアデザインに取入れた部屋
をご用意しました。開業時にお目見えするのは「水
引の間」。従来の「水引」から独自の進化をしてい
る「加賀水引」が床の間やラウンジを華やかに演出。
優雅な雰囲気に包まれる一時です。 
 
 
 
 

＜スパ＞加賀名産 金箔のスパ 
金沢といえば京都と並び金箔で有名な地域。「界 加賀」では、その金箔を
使ったスパをご用意しました。金箔（金沢箔）パックを贅沢に使ったフェ
イシャルトリートメント。食べても害のない金箔を薄く丁寧にお顔に貼付
けていきます。その後、オールハンドで金をお肌に取込みやすくするよう
に優しくマッサージ。イオンの効果で、新陳代謝を高め、肌の不要な老廃
物を取り除き、美白効果が期待されると言われています。和の空間で贅沢
な美をご体験ください。 

＜地域文化＞勇壮華麗な加賀獅子舞の舞い 
「界加賀」では、加賀獅子舞のご披露します。加賀百万石の力強く
勇壮な武家文化を象徴する行事として有名な加賀獅子。獅子頭は加
賀の伝統工芸を凝縮し、表面には石川漆や金箔が貼られたもの。巨
大な胴体には色鮮やかな加賀染が使用されています。その演舞は先
駆者である地元チームにスタッフ自らが飛び込んで習得。ラウンジ
で行われる舞いは観るものを圧倒的する迫力です。 

星野リゾート 界 加賀（石川県 山代温泉） 
・住所：〒922-0242 石川県加賀市山代温泉18-47  
・TEL：050-3786-0099(界予約センター) 
・URL: http://www.kai-kaga.jp 
・交通アクセス：ＪＲ加賀温泉駅より車で約10分（無料送迎あり） 
・１泊２食付き1名様 23,000円～ 
・客室数：全23室（魯山人クラシック8室、加賀モダン15室） 
チェックイン15時 チェックアウト12時 

＜温泉＞温泉をもっと楽しく 
「界」のお約束の一つに温泉をもっと堪能していただける
サービスがあります。充実した湯上り処、美顔器やヘッド
マッサージをセットした温活セット、温泉の効能をしっかり
体に取入れられる入浴法の御指南などを完備。温泉旅館の本
質に拘ったサービスを御体験いただけます。 

 
 



 

  「星野リゾート 界 加賀」オープン 
特別記念プラン 

実施期間：２０１２年1０月１日〜２０１３年３月３１日 

「界 加賀」開業を記念して特典をつけた特別プランをご用意しました。この機会にぜひ
新生「界加賀」をご体験いただければ幸いです。 
 

 期間：２０１２年１０月１日～２０１３年３月３１日 
 料金：２３，０００円～（１泊２食付、おひとり様料金）  

 

【特典２】 
界オリジナルブレンド漢方入り入浴剤 
生薬の滋味を活かした「界」オリジナルの「草根木皮の
湯」です。菖蒲の香りは気持ちを穏やかにする効果あり、
が一日の疲れを拭います。じっくりと温まり、心と体の
コリを丁寧にほぐし、お肌をしっとりとさせます。ショ
ウブコン、センキュウ、コウボク、ジュウヤク、チンピ、
サンシシ、マツフジが含まれます。 
  

【特典３】源泉100%の化粧水「山代温泉ミスト」 
美肌の湯と言われる山代温泉。この成分に含まれる硫酸塩泉は、古い角質を落と
し、お肌に滑らかな潤いとハリを与えます。その源泉だけを使った化粧水です。
防腐剤・化学成分など完全無添加なのでお肌に無理させません。メイク前、メイ
ク直し、日常の保湿にお使いいただけます。 

 

【特典１】 
有形文化財の茶室でお抹茶と季節の和菓子３種盛
前田利家は千利休に学び、加賀藩に茶道の文化を定着させた立
役者です。界加賀には当時の風情をそのままに残した有形文化
材の茶室があります。季節の感じる優しい甘さの和菓子を３つ
をお選びいただき、抹茶と一緒にお召し上がりください。 

星野リゾート 界 加賀（石川県 山代温泉） 
・住所：〒922-0242 石川県加賀市山代温泉18-47  
・客室：和室７部屋、和洋室１６部屋 
・泉質：低張性・弱アルカリ性高温泉 
・TEL：050-3786-0022 (星野リゾート予約センター) 
・URL: http://www.kai-kaga.jp (2012年10月1日より） 
           http://www.shiroganeya.co.jp 
  
 

リリースの問合先： 
株式会社 星野リゾート 広報 

tel：03-6222-2353 FAX：03-6368-6853 
pr-info@hoshinoresort.com 
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 真綿のような純白の雪が一面にふりつもった銀箔の世界になる北陸加賀。今年は都会では
味わうことができないロマティック景色を独り占めできるラグジュアリーな滞在をご用意し
ました。 
 「界加賀」から車で約15分、大聖寺川（写真）を暖房が完備された舟で雪見をしながら川
を約３０分で下ります。途中、大聖寺藩三代藩主前田利直の休息所であり重要文化財の「長
流亭」を通過、川面から眺める雪景色は静寂な中にも迫力のある映像になります。 
 舟には「界加賀」のスタッフも同船。周囲をガラスで覆われてコタツも完備した暖かな空
間で、スタッフはお抹茶と加賀伝統の和菓子でおもてなしいたします。加賀文化と加賀の雪
景色を一緒に味わえる記憶に残る想い出です。 
 蟹（別リリース有り）や温泉と合わせて日本再発見の旅にどうぞおこしください。 

Press Release (2012/9/24 ） 

星野リゾート 界 出雲 

～ 日本再発見の旅。加賀の冬を暖房完備の舟上から眺める～ 

真綿の雪景色を見物する「雪見ふね」 

・期間：2012年12月1日～2月28日 
・料金：５０００円 

星野リゾート 界 加賀 
創業380余年、国の有形文化財指定の宿。加賀の伝統的建築と現代のモ
ダンさを融合させました。かつて当館に逗留した北大路魯山人の料理哲
学にならった「新加賀懐石」と、源泉かけ流しの温泉でおもてなしいた
します。皆さまのお越しをお待ちしております。 

＜このリリースに関するお問合せ＞ 
星野リゾート グループ広報 

TEL：03-6222-2353  FAX：03-6368-6853 
   E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 



星野リゾート 界 加賀 
創業380余年、国の有形文化財指定の宿。加賀の伝統的建築と現代のモ
ダンさを融合させました。かつて当館に逗留した北大路魯山人の料理哲
学にならった「新加賀懐石」と、源泉かけ流しの温泉でおもてなしいた
します。皆さまのお越しをお待ちしております。 

＜このリリースに関するお問合せ＞ 
星野リゾート グループ広報 

TEL：03-6222-2353  FAX：03-6368-6853 
   E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

 
 
 
 

Press Release (2012/9/24 ） 

星野リゾート 界 加賀（石川県・山代温泉） 
〜 年間２００羽しか獲れない、幻の坂網鴨を魯山人好みの調理法で食す 〜 

１日１組限定の「究極の鴨すき」 

加賀の究極の美味食材「坂網鴨」 
「坂網鴨」は江戸時代から続く加賀の伝統的猟法です。
かつては武士の精神鍛錬のために行われていたもので
すが、今は猟期を限定し、11月15日～2月15日の3か
月のみ、年間200羽、しかも全羽に木札をつけた形で販
売している、実に希少価値の高い食材です。この期間
は「界加賀」の料理長が猟に参加する日。腕に覚えが
ある料理長は必ずしとめる自信があり、この日であれ
ば、かならず、お料理をご提供することができます。
「坂網鴨」は鴨の旨味はそのままに臭みはなく、弾力
のある肉質とほどよい脂身が特徴です。 
 

「究極の鴨すき」 
食通である北大路魯山人が考案した「魯山人すきや
き」をご存知でしょうか。魯山人が逗留していたこと
で知られる「界加賀」では「料理に手間をかけること
は愚かなること」という彼の哲学を踏襲しており、こ
の鴨も「魯山人すきやき」で調理いたします。特徴は、
加賀野菜「金沢一本葱」と坂網鴨だけで調理すること。
究極にシンプルなすきやきで「坂網鴨」の味をじっく
り味わっていただけます。 
 

おしながき（一例） 
■先付 坂網鴨-加賀流の調味で‐ 
■八寸 季節の八寸 
■お椀 南京すり流し 
■お造り 鮮魚取り合わせ 
■蓋物 蟹の養老蒸し 
■焼物 坂網鴨山椒焼き 
■揚げ物 蟹の錦糸揚 
■おしのぎ  
■鍋 坂網鴨すき焼 
■食事 
■デザート 
 

 地域文化や伝統にこだわる「界」。「界加賀」では今年初めて、究極の「鴨すき」を
１日限定でご用意することに致しました。猟権がある「界加賀」の料理長が参加する２
０１３年1月21日〜2月3日の期間、1日1組様限定でご用意。美食家垂涎の一品をどうぞ
お見逃しなく。 

日程：2013年1月21日～2月3日 1日1組限定 
料金：１泊２食付 お一人様29,000円～ 



（２０１２年１２月） 

（２０１２年１２月） 



  

 
 
 
 

星野リゾート 界  
日本再発見。「日本旅」を提供する温泉旅館ブランド 

界 出雲 

界 松本 

界 津軽 

界 阿蘇 

界 熱海 

界 加賀 

界 伊東 

「界」は小さくて上質な温泉旅館。 
私たちは上質なご滞在をお約束いたします。そのために客室数は50室以下で洗練された和の空間を備え
た旅館だけを選び、界という名をつけることにしました。 
 
 「界」は温泉旅館の原点にこだわります。 
四季の移り変わりを感じるご滞在、地元の特徴ある食材を最も美味しく食していただく創意工夫、そして
温泉を満喫していただく空間へのこだわり。界は温泉旅館の原点を大切にしながら進化していきます。 
 
「界」のスタッフは、西洋のホテルのバトラーに負けません。 
おもてなしは日本のお家芸。スタッフは世界に誇るホスピタリティのプロフェッショナルを揃え、きめ細
かな心配りで旅やご滞在のご要望にいつでもお応えして行きます。 
 
「界」は日本旅を楽しくします。 
日本の各地域には異なった固有の文化が沢山あります。それぞれの地域の特徴ある魅力を楽しんでいただ
ける設えをご用意し、日本旅の楽しさを再発見していただくことが私たちの使命であると考えています。 
  
 

2011年10月1日、日本初の全国展開の温泉旅館ブランド「界」が誕生しました。 

 

ブランドコンセプト 
ブランドコンセプトは温泉旅館の「真」刺激。 
「界」は旅慣れたお客様に温泉旅館の新しい「刺激」を提供します。細部の演出が斬新で美しい和の空間、
非日常な露天風呂、こだわりの食材を駆使したお料理、滞在全体を通して星野リゾートスタッフがプロ
フェッショナルなサービスを提供します 

ターゲット 
35歳以上の旅の経験値が高いお客様です。イメージターゲットは旅の経験値が高いお客様です。ホテル滞
在志向のお客様にも納得いただけるハードとサービスをお約束します。 

価格帯 
１泊２食付き、1名3万円～です。 
 

2012年9月27日現在 

このリリースに関するお問合せ   
星野リゾート グループ広報 

TEL：03-6222-2353  FAX：03-6368-6853  
E-mail：pr-info@hoshinoresort.com 

星野リゾート 界 
界予約センター TEL:050-3786-0099 
界統合サイト URL: http://kai-ryokan.jp 

mailto:h-pr@hoshinoresort.com

