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平成30年3月15日

軽井沢駅「駅ナカ」開発プロジェクト

「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」
＆「しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ」のオープンについて
しなの鉄道株式会社（本社：長野県上田市、代表取締役社長：玉木 淳）は、本年3月23日（金）にしなの鉄道軽井沢駅
内に、「駅ナカ」施設「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」と、商業エリア「しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ」をオープンし
ます。
施設は、しなの鉄道の開業20周年記念事業として、「家族三世代が楽しめる懐かしくて新しい駅」をコンセプトに整備を
進めている軽井沢駅「駅ナカ」開発プロジェクトの第2弾となるもので、昨年10月に第1弾としてオープンした「旧駅舎口ゾー
ン」と合わせ、今回で全施設がグランドオープンとなります。
「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」は、軽井沢駅改札内のデッキ広場ゾーンに開業する「駅ナカ」施設で、約
120mを走るミニトレイン「森の小リスでんちゃ」や、かつてしなの鉄道を運行していた169系電車の車内でシアターやプラ
レールでお遊びいただける「イエローキッズでんしゃ」などのお子様向けの施設のほか、しなの鉄道沿線地域の旬の野菜や
フルーツなどが集まる「小リスのマルシェ」など、大人もお楽しみいただけるコンテンツが揃います。
「しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ」は、3階改札口ゾーンにオープンする商業エリアで、信州ゆかりの個性的な7つの店舗が
出店し、お土産や食料品などのお買いものをお楽しみいただけます。
グランドオープン当日は、 「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」のメディアの方向けの内覧会と、オープニングセ
レモニーを開催いたします。
◇概要

■森の小リスキッズステーション in 軽井沢」完成予想図

１．新たに開業する施設の名称
（１）森の小リスキッズステーション in 軽井沢
（２）しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ
２．開業日

平成30年3月23日（金）
３．所在地
しなの鉄道軽井沢駅 構内
（長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178）
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◇施設・営業概要
■森の小リスキッズステーション in 軽井沢
１．所在地
しなの鉄道軽井沢駅改札内 デッキ広場ゾーン
２．主な施設
名称

特徴

森の小リスでんちゃ

「森の小リスでんちゃ」はキッズステーション内約120mをぐるっと1周します。周りの景色を
楽しみながら走る楽しいミニトレインです。

イエローキッズでんしゃ

かつてしなの鉄道を走っていた169系車両を黄色で塗りました。車内ではシアターやプラ
レールで遊べるプレイルームです。

小リスのマルシェ

しなの鉄道は標高差が最大で約600mあり、高低差や寒暖差を生かした、地域ごとに採れ
る野菜・フルーツが多様です。沿線の旬のものをたくさん揃えた、いろどり豊かな小リスの
マルシェでお買い物をお楽しみいただけます。

信濃鉄道神社

旅の安全を祈願する鉄道神社です。鳥居をくぐると、お社の屋根には金色の小リスのパネ
ルが施されています。

赤い滑り台

2人がけで座れるブランコやすべり台など、お子様が夢中になって遊べるスポットです。

パーゴラ

キッズステーション内に3台ある休憩スペースです。心地よい空間でお寛ぎいただけます。

ぶーふーうーハウス

「三びきのこぶた」をモチーフにした小屋です。い草の家・木の家・レンガの家を再現しま
した。

金の茶室
組子の茶室

金色の小リスパネルを壁と天井に張り巡らせたモダンな茶室と、日本伝統の技術で製作
された組子障子の茶室。それぞれのわびさびの空間をご堪能いただけます。

レストラン
Au Depart
（オーデパール）

「旅とワイン」をコンセプトにしたレストランです。軽井沢駅北口1階にある既存の店舗を拡
張し、「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」内からもご利用いただけるようになります。
豊富なワインの品揃えがあり、あたたかいお食事も楽しめます。

３．定休日／営業時間
（１）定休日
水曜及び年末年始
※4月1日～18日までは火・水曜日定休。7月中旬～8月31日までは無休。
※11月～3月中旬の営業については別途ご案内します。

（２）営業時間
〇森の小リスキッズステーション in 軽井沢全体
10時～17時
※11月1日～4月14日は16時30分まで
※イベント開催時は変更となる場合があります。

〇森の小リスでんちゃ
10時～16時30分（最終受付16時）
※7月中旬～8月31日は10時～17時（最終受付16時30分）

４．小リスのマルシェ
（１）営業日：土日祝日、春休み、ＧＷ、夏休み（冬期間は未定）
（２）営業時間：11時～17時
（３）出店予定：小諸市、東御市、上田市、千曲市、飯綱町 ※最大10店出店可能
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５．各種利用料
（１）入場料（駅入場券）

大人190円、小児100円

※軽井沢駅改札内の施設のため、軽井沢駅入場券が必要です。
※軽井沢駅を含む有効な乗車券（普通乗車券、定期乗車券等）を所持している方は入場券は不要です。

（２）森の小リスでんちゃ

200円

（３）イエローキッズでんしゃ
（４）（２）と（３）のセット券

100円
300円

※森の小リスでんちゃとイエローキッズでんしゃは2歳以上のお子様から利用券が必要となります。

６．利用券等発売箇所
（１）駅入場券

3階及び旧駅舎口きっぷ売り場

（２）森の小リスでんちゃ

パーク案内所及びミニトレイン乗り場

（３）イエローキッズでんしゃ
（４）セット券

パーク案内所及びでんしゃ受付

パーク案内所及び各施設受付

７．延床面積
約1,400㎡
８．運営委託先（一部業務を委託します）
株式会社フィールド・マネジメント（本店：長野県北佐久郡軽井沢町、代表取締役：大雲 芳樹）
■しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ
１．所在地
しなの鉄道軽井沢駅 3階改札口ゾーン
２．出店企業

荻野屋＜峠の釜めし、駅そば＞
株式会社荻野屋
（本社：群馬県安中市、代表：高見澤 志和 氏）

桜井甘精堂＜栗菓子＞
株式会社桜井甘精堂
（本社：長野県上高井郡小布施町、代表取締役：桜井 昌季 氏）

沢屋＜自家製ジャム＞
株式会社沢屋
（本社： 長野県北佐久郡軽井沢町、代表取締役：古越 道夫 氏）

木の花屋＜お漬物＞
有限会社宮城商店
（本社：長野県千曲市、代表取締役：宮城 俊木 氏）

パーチベーカリー軽井沢＜ブレッド＆コーヒー＞ ※4月中旬オープン予定
株式会社フォンス
（本社：長野県北佐久郡軽井沢町、代表：小山 正 氏／吉井 拓也 氏）

信州の
お味噌屋さん

信州のお味噌屋さん＜お味噌＞
有限会社新昇
（本社：長野県北佐久郡軽井沢町、代表取締役：丸山 典男 氏）

信州ハム軽井沢工房＜ハム＆ソーセージ＞
信州ハム株式会社
（本社：長野県上田市、代表取締役社長 宮坂 正晴 氏）

３．定休日／営業時間
（１）定休日 不定休
（２）営業時間 10時～19時 ※繁忙期と閑散期で変更となります。
４．延床面積
約120㎡
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◇オープニング特別企画
■期間限定！軽井沢駅への入場が無料となります
「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」は改札内の施設のため、本来であれば駅入場券または軽井沢駅を含む有効な
乗車券をお持ちの方しかご入場いただくことはできませんが、オープン記念として、期間限定で軽井沢駅への入場料が無料
となります。
１．期間
平成30年3月23日～6月30日まで
※ただし 「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」の営業日に限ります

２．時間
10時～17時
３．入出場できるゲート（2箇所）
さわやかハット1階中央ゲート及び「Au Depart」入口
※3階改札口及び旧駅舎口からは無料入出場はできません。
乗車券・定期券等の有効なきっぷをお持ちの場合は通常どおり両改札口をお通りいただけます。
ただし、軽井沢駅北口さわやかハット1階中央ゲート開通までは旧駅舎口建物横の臨時通路からの無料入出場ができます。

４．その他
列車にご乗車される場合は、3階改札口または旧駅舎口にてきっぷをおもとめのうえ、ご乗車ください。

■「しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ」オープニング特別企画
3階改札口「しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ」内にオープンする店舗では、オープン記念として期間限定で特別な商品や特典を
ご用意いたします。
・「峠の釜めし」4個以上お買い上げのお客様に、釜めしおじさんのプラレールをプ
レゼントいたします。
【期間：3月23日～3月25日】
・小布施「栗の木テラス」の人気商品！「スペシャルモンブラン」を限定販売！【期
間：3月23日～3月25日】
・お買い上げ2,000円毎に、「茶菓 幾右衛門」（旧駅舎口）のドリンク引換券を
1枚プレゼント【配布期間：3月23日～3月25日】【引換期間：3月23日～4月1日】
・3,000円でＳブルーベリージャム1本（626円）プレゼント
・5,000円でＳブルーベリージャム2本（1,252円）プレゼント
【期間：3月23日～4月15日】
・2,000円以上お買い上げのお客様に、心ばかりの品（ご飯のおとも）をプレゼントい
たします。【3月23日～4月15日】

信州の
お味噌屋さん

・味噌漬け各種 通常価格590円→半額295円
・惣菜各種 通常価格400円→3ヶ 1,000円
・お楽しみセット袋（味噌、調味料、その他組合せ5ヶ入）2,000円～3,000円
【期間】3月23日～3月25日 ※価格は税込
・1パック７５０円のウインナーを3パックで2,000円にて販売
【期間：3月23日～3月31日】
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◇グランドオープン当日
１．日時
（１）メディア向け内覧会：平成30年3月23日（金）10：30～11：20
（２）オープニングセレモニー：平成30年3月23日（金）11：30～12：20
２．場所
しなの鉄道軽井沢駅「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」内イベントスペース
３．出席予定者
・国土交通省北陸信越運輸局 局次長 野澤 和行氏
・長野県 観光部長 熊谷 晃氏
・軽井沢町 町長 藤巻 進氏
・ドーンデザイン研究所 代表取締役 水戸岡 鋭治氏
・しなの鉄道株式会社 代表取締役社長 玉木 淳 他
４．タイムスケジュール
時刻

内容

10：00

3階改札口ゾーン商業エリア「しなの屋 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ」営業開始

10：20

メディア関係者様集合時刻（内覧会からのご参加の方）

10：30～11：20

メディア向け内覧会（「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」）

11：20

メディア関係者様集合時刻（セレモニーからのご参加の方）

11：30～12：20

オープニングセレモニー
・主催者、来賓挨拶
・軽井沢中学校吹奏楽部による演奏
・くす玉割り

12：30

「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」営業開始

※内容は急遽変更となる場合がございます。

５．その他
オープン日当日は、一般来場者も含め、駅への入場料及び「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」の各種利用料が
無料となります。

◇くす玉割りにご協力いただけるお子様を募集します！
オープニングセレモニー内で、くす玉割りにご協力いただけるお子様を、人数限定で募集します。ご協力いただいた方
には記念品をプレゼント！また、 当日は「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」の無料開放日です。新たにオープン
する「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」の記念すべき日に、ぜひおでかけください！
１．募集人数
20名
２．応募資格
小学生以下のお子様（居住地は県内外問いません）
３．応募方法
3月23日11時より、旧駅舎口前受付にてお申込みを受付ます。
※先着順とさせていただき、募集人数に達し次第受付を終了させていただきます。
※事前のお申込みはいただけません。

４．記念品
しなの鉄道オリジナルグッズ
５．その他
・参加費は無料です。ただし、ご自宅から軽井沢駅までの交通費等は応募者様のご負担となります。
・セレモニー終了後、順次解散となります。引き続き「森の小リスキッズステーション in 軽井沢」や「しなの屋 ＫＡＲＵＩＺ
ＡＷＡ」でのお買い物をお楽しみください。
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ご参加いただける場合はお手数ですが、
3月21日（水）までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。

軽井沢駅 グランドオープン
平成30（2018）年3月23日(金)
当日取材人数

備考欄

人

貴社名
ご担当者様氏名
番組／媒体名
放送／掲載予定日
電話番号

メールアドレス
【取材お申込み先】
しなの鉄道経営企画課
MAIL：fun@shinanorailway.co.jp FAX：0268-21-4703

※必ずお読みください※
◇当日はご集合時刻までに旧駅舎口前の受付にお越しください。
【ご集合時刻】内覧会からご参加の場合：10時20分、セレモニーからご参加の場合11時20分
・自社腕章を必ず着用してください。
・業務上支障が生じた場合、直ちに撮影等を中止していただく場合があります。
・お客様の流動の支障になるような場所での撮影やインタビューは固く禁止いたします。
・業務中の乗務員・駅係員等への質問、インタビューはお控えください。
・安全のためホーム上での取材・撮影は黄色の線の内側でお願いいたします。また点字ブロック上での撮影は禁止いたします。
また、脚立の持ち込みは安全のため禁止させていただきます。
・頭上に強い電流が流れている箇所がございます。長尺マイクの取扱いは原則禁止とさせていただきます。
・列車（運転士等）に向かっての、ライトやフラッシュの使用は厳禁とさせていただきます。

※本プレスリリースの内容は予告なく変更となる場合がございます。
※画像はすべてイメージです。

◇本件に関するお問い合わせ先

しなの鉄道株式会社
〒386-0018
長野県上田市常田1-3-39

経営企画課 （担当：長澤、山本）
営業課軽井沢事業推進室 （担当：守屋）
TEL：0268-21-4701（平日8：30～17：30）

