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長門湯本温泉観光まちづくり推進会議の開催
及び夜間照明のご案内について

長門湯本温泉では、長門湯本温泉観光まちづくり計画に基づき、温泉街の再生・リノベ
ーションが進行しています。
この度、長門湯本温泉観光まちづくり計画の推進を図るための意思決定機関である長門
湯本温泉観光まちづくり推進会議を開催するほか、夜の温泉街の魅力づくりにおいて、全
国初となる温泉街一帯で季節に応じた演出や時間帯に応じた調光など、照明制御システム
を導入した整備を進めており、設計監修した照明デザイナーによる夜間照明案内を開催し
ます。
また、まちづくり計画に基づく整備状況や「星野リゾート 界 長門」開業など、プレス
向け発表会を開催します。
ぜひ、取材にお越しいただきますようお願いいたします。
記
１．スケジュール
令和 2 年 3 月 10 日（火）
13:30～16:00 第 10 回長門湯本温泉観光まちづくり推進会議
18:30～19:30 夜間照明のご案内及び照明演出のデモンストレーション
令和 2 年 3 月 11 日（水）
10:30～14:30 「長門湯本温泉観光まちづくり計画」、
及び「星野リゾート 界 長門」開業プレス発表会
＊受付は 10:00 から開始
２．主な内容
①第 10 回長門湯本温泉観光まちづくり推進会議
公共空間の設計・整備進捗状況をはじめ、恩湯の開発や今後の温泉街の魅力づ
くりなどが主な議題です。
出席者：長門市 江原市長、星野リゾート 星野代表など
場所：長門市役所 3 階会議室（長門市東深川 1339-2）
②夜間照明のご案内及び照明演出のデモンストレーション
照明デザイナーによる刷新された温泉街の夜間照明をご案内するほか、全国初
となる温泉街一帯で季節に応じた演出や調光制御の様子をご覧いただきます。
設計監修： LEM 空間工房代表 長町志穂
場所：長門湯本温泉街（長門湯本温泉駐車場[有料]に集合しご案内）

③「長門湯本温泉観光まちづくり計画」及び「星野リゾート 界 長門」開業プレス
発表会
まちづくり計画に基づく整備状況や「星野リゾート 界 長門」開業をはじめ、
温泉街の中核の魅力である外湯「恩湯」開業、今後の温泉街の魅力づくりなど
について発表いたします。
出席者：長門市 江原市長、星野リゾート 星野代表、長門湯守 大谷代表、
長門湯本温泉まち株式会社 伊藤代表・木村マネージャー
場所：星野リゾート 界 長門
３．取材申込
会場準備等の都合上、3 月 6 日（金）15:00 までに登録・申込みをお願いします。
・上記の①②について
長門市 経済観光部 成長戦略推進課 松岡
mail:matsuoka.yuji@city.nagato.lg.jp
・上記の③について
詳細については、別紙を参照ください。
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2020 年 2 月吉日

「長門湯本温泉観光まちづくり計画」
及び
「星野リゾート

界 長門」開業

プレス発表会のご案内

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。
星野リゾート（所在地：長野県軽井沢町、代表：星野佳路）は、全国 15 ヶ所に展開する温泉旅館ブラ
ンド「界」の 16 施設目となる「星野リート 界 長門」
（以下、
「界 長門」）を、3 月 12 日に山口県長門
湯本温泉に開業いたします。当社は、2016 年 1 月に長門市より「長門湯本温泉マスタープラン」の策定
を受託しました。そして、2016 年 8 月にはこのマスタープランをもとに策定された「長門湯本温泉観光
まちづくり計画」を発表し、温泉街そぞろ歩きをコンセプトに地域・民間・公共が連携し、温泉街再生
に向けた取り組みを進めてまいりました。
この取り組みの 1 つでもある「界 長門」のお披露目をはじめ、4 月に第一工事が完成する予定のまち
づくり計画の進捗、及び中核の魅力である外湯「恩湯」の再建プロジェクトの報告、今後の温泉街全体
の魅力づくりをプロデュース、及び実行していくためのエリアマネジメント法人に関する発表をいたし
ます。ご多忙のことと存じますが、是非、取材にいらしていただけますようお願い申し上げます。
敬具
記
■開催日程：2020 年 3 月 11 日（水）

■場所：星野リゾート
〒759-4103

界 長門
山口県長門市深川湯本 2229-1

※カーナビにはまだ出てこない可能性がございますが、Google MAP で検索いただくと表示されます。

■スケジュール：
10:00

受付開始

10:30～11:30

記者発表

11:40～12:00

囲み取材

＠星野リゾート

界 長門

12:00～13:00

「星野リゾート

13:00～14:20

「恩湯・恩湯食」
、及び長門湯本温泉街

14:30

界 長門」ご案内
そぞろ歩きができるコンテンツのご紹介

終了
※時間は状況により前後する可能性がございます

Tel：03-5159-6322

本件のお問合せ：星野リゾート 界マーケティング（広報担当）
Fax：03-6685-7227
E-mail: all-kai-br@hoshinoresort.com

■記者発表内容：
１．長門湯本温泉観光まちづくり計画の進捗、及び完成施設の紹介
（長門市長：江原 達也、及びプロジェクトマネージャー 泉 英明より）
２．外湯施設「恩湯」
、及び「恩湯食」の開業、及び詳細について

（長門湯守代表：大谷 和弘より）

３．今後の長門湯本温泉全体の魅力づくり、及び実行するエリアマネジメント法人について
（長門湯本温泉まち株式会社代表：伊藤 就一、エリアマネージャー：木村 隼斗より）
４．星野リゾートについて
５．「星野リゾート

(星野リゾート代表：星野 佳路より)

界 長門」の詳細について

（総支配人：三保

裕司より）

※発表者につきましては、予告なく変更することがございます

■詳細についてのお問合せ
上記１～３について：

長門市 経済観光部 成長戦略推進課

松岡

TEL：0837-23-1234

上記４・５について：

星野リゾート

界マーケティング広報担当

TEL：03-5159-6322

■交通：

○電車でお越しの場合／JR 長門湯本駅より

徒歩 15 分

○お車でお越しの場合／駐車場有（40 台程）
・新山口駅方面よりお越しの場合 国道 316 号線経由で約 60 分
・山口宇部空港方面よりお越しの場合

国道 316 号線経由で約 75 分

■お申し込み方法：
3 月 6 日（金）15:00 までに下記の WEB フォームでお申し込みいただくか、下記 1～8 をご記入の上
FAX、メールまたは、お電話にてご連絡ください。

（フリーランスの方は１.２.のご記入は不要です）

１．貴社名：
２．媒体名：
３．参加人数：

名様

４．代表者名：

（ヨミガナ：

）

５．メールアドレス：
６．携帯電話番号
７．交通手段：電車

：
or

お車

８．テレビ（ビデオ）カメラお持ち込み：あり（

台） or

なし

WEB：https://forms.gle/vL331MVqaqBXbbsr5
TEL：03-5159-6322
担当：星野リゾート

／ FAX：03-6685-7227 ／ Mail：all-kai-br@hoshinoresort.com

界マーケティング広報担当

Tel：03-5159-6322

本件のお問合せ：星野リゾート 界マーケティング（広報担当）
Fax：03-6685-7227
E-mail: all-kai-br@hoshinoresort.com

