
 

NEWS RELEASE 

報道関係各位 

2022年 3月 24日 

ホテル椿山荘東京 

 

俳優・香川照之プロデュース「INSECT COLLECTION」「INSECT LAND」とコラボレーション 

GW・夏休みはお子さまと一緒に昆虫の国へ冒険に出かけよう！ 

テレビの画面から飛び出したアニメキャラクターを庭園でさがす 

新たなキッズアクティビティを 4月 29日からスタート 

ホテルオリジナル「暗闇で光る！蓄光ほたるさん甚平」やステイプランも登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、俳優・香川照之氏がプロデュースする昆虫

モチーフの服育ブランド「INSECT COLLECTION」、自然教育アニメ「INSECT LAND」とコラボレーション

いたします。 

 

「大人もこどもも自然とともに学び成長してほしい」という「INSECT COLLECTION」のコンセプトは、

蛍や椿などの自然を通じて学びや親子の絆を紡いでいくというホテル椿山荘東京の想いとも通じます。 

2022 年に 70 周年を迎えた当ホテルでは、初夏の風物詩の蛍が幻想的に舞う季節に、今回のコラボレーシ

ョンを通じ多くの親子の皆様が自然と濃密に触れ合う時間をご提供してまいります。 

 

ゴールデンウィークが始まる 4月 29日（金・祝）より、以下のプランや物販を順次開始していきます。 

 

 自然教育アニメ「INSECT LAND」のキャラクターたちが庭園に！地図に描かれた庭園内にあるチェ

ックポイントをまわり問題解決力も養う、キッズアクティビティ「親子でお庭を探検！～インセクト

ランド オリエンテーリング～」 

 ホテル限定カラーが登場！昆虫モチーフの子供服中心のアパレルブランド「INSECT COLLECTION」

で人気の「暗闇で光る！蓄光ほたるさん甚平」 

 オリジナル甚平やオリエンテーリングがついたステイプラン「蛍舞うお庭を探検ステイ」     

昼は庭園でアクティビティを楽しみ、夜は蛍観賞を楽しむ、自然に触れ満喫する 1泊 2日   

 6月 4日（虫の日）限定イベント「INSECT SALON」をホテルで初開催 

自然教育×インターナショナル教育のワークショップ 「ほたるのほしぞらパーティー」 

 

特設ページ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/insect2022/ 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/insect2022/


「親子でお庭を探検！〜インセクトランド オリエンテーリング〜」は、自然教育アニメ「INSECT LAND」

の可愛い昆虫のキャラクターたちが庭園にやってきます。地図を片手に、庭園内にあるチェックポイントに

書かれた文字を紡いで言葉を完成させていきます。庭園内にはキャラクターが描かれた行燈が設置されてお

り、コンパスを使いながら探しだすのも楽しみのひとつです。親子で会話をしながら、地図の読み方を学び、

楽しく自然に触れ、問題解決力を養うお子様向けのオリエンテーリングです。 

 

「暗闇で光る！蓄光ほたるさん甚平」は、「INSECT COLLECTION」で人気の甚平がホテルブランドカラ

ーのグリーンで限定販売いたします。お揃いの巾着のほか、“ほたるさん”シリーズを中心とした「INSECT 

COLLECTION」商品も期間限定でホテルショップにて販売いたします。今年の蛍観賞は、ほんわり光るほた

る甚平を着て幻想的な特別なひとときをお過ごしください。 

 

ホテルの庭園に幻想的に蛍が舞う季節には、オリエンテーリングや甚平がついた自然を満喫するステイプ

ランの他、自然教育×インターナショナル教育のワークショップ「INSECT SALON」では、英語を取り入れ

た座学（自然や蛍について等）にオリエンテーリング、毎年好評の「ほたるの夕べ ディナービュッフェ」、

食事後の蛍観賞をお楽しみいただきます。ビュッフェ会場では、香川照之氏の絵本読み聞かせ動画も上映す

るなど、自然について学び・体験する 1日限定イベントを開催します。 

 

 

 

■期間  ：2022年 4月 29日（金・祝）〜 9月 19日（月・祝） 

■予約  ：事前WEB決済予約制（2日前 19時迄） 

※ご予約開始 4月 1日（金）12：00～ 

■時間  ：10:00／11:00／13:00／14:00／15:00／16:00 

※各回数組限定／1組 3名様迄（同伴者含まず） 

■料金  ：探検料 1名 1,500円 

※消費税込み 

※お子様のみでの参加はできません。必ず保護者の方と一緒にご参加ください。 

■対象  ：以下対象のお客様は、事前WEB決済予約にて、探検料をお支払いの上、お楽しみいただけ 

ます。 

・ホテル椿山荘東京の施設ご利用のお客様（ご宿泊・レストラン・イベント） 

・ホテル内ショップにてインセクトコレクション商品を 1,500円（消費税込み）以上お買い 

求めのお客様 

※オリエンテーリング参加のみのご来館はいただけません。 

■内容  ：所要は約 30分～1時間程度の子ども向けホテルオリジナルオリエンテーリングです。 

地図に表示されたチェックポイントに記載してある文字を地図へ書き言葉を完成させます。 

・オリエンテーリング地図のお渡し 

・コンパス、バインダー、赤ボールペン貸出し 

・インセクトコレクション×ホテル椿山荘東京オリジナルノベルティをプレゼント 

■お問い合わせ ：03-3943-1140（10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/garden/plan/insectland_orienteering/ 

 

 

 

■期間  ：2022年 5月販売開始予定 ※販売開始日決定次第、HPにてご案内申し上げます。 

■時間  ：9:00～19:00 

■場所  ：ホテル 3階「セレクションズ」、ホテルオンラインショップ（予定） 

■料金  ：暗闇で光る！蓄光ほたるさん甚平 7,700円 

暗闇で光る！蓄光ほたるさん巾着 1,870円   ※消費税込み 

【ホテルご利用者限定】「親子でお庭を探検！ 〜インセクトランド オリエンテーリング〜」概要 

INSECT COLLECTION × ホテル椿山荘東京オリジナル「暗闇で光る！蓄光ほたるさん甚平」 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/garden/plan/insectland_orienteering/


■サイズ  ：甚平 S／M／L／XL（詳細は URLをご参照ください。） 

巾着 巾約 25㎝ 丈約 16.5㎝（平置き） 

■お問い合わせ ：03-3943-7613（9:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/insect-collection2022/ 

 

 

 

■期間  ：2022年 5月 20日（金）～7月 3日（日） 

■料金  ：プライムエグゼクティブスイート シティ/ガーデンビュー（60㎡） 

1室 2名様ご利用 73,100円～ 

プライムスーペリア シティ/ガーデンビュー（45㎡） 

1室 2名様ご利用 51,500円～ 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

※小学生以下のお子様は無料 

■内容  ：・「親子でお庭を探検！～インセクトランド オリエンテーリング～」（お子様 1回分） 

・ホテルオリジナル「暗闇で光る！蓄光ほたるさん」甚平＆巾着（お子様 1名分） 

・ほたるディナービュッフェ優待価格のご案内 

・ホテルクレジット 1室 1泊につき 10,000円分 

■ご予約・お問い合せ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■URL      ： https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1650&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

 

■開催日  ：2022年 6月 4日（土） 

■時間  ：15:00～（14:45受付開始） 

■会場  ：受付・座学  バンケット棟 1階「瑞光」  

お食事ビュッフェ バンケット棟 1階「胡蝶」 

■料金  ：大人  12,500円 

お子様  6,000円 

※消費税・サービス料込み 

■定員  ：約 30組（事前WEB応募制） 

応募期間：4月 1日（金）12：00～5月 8日（日）23：59 

※当選結果発表：結果は応募締切より 3営業日以内にご連絡いたします。 

■内容  ：・英語を取り入れた自然や蛍についての座学 

・ホテルオリジナルアクティビティ 

 「親子でお庭を探検！ ～インセクトランド オリエンテーリング～」 

・ほたるの夕べ ディナービュッフェ 

（会場内にて香川照之氏の絵本読み聞かせ動画上映予定） 

・庭園での蛍自由観賞 

≪スケジュール例≫ 

時間 Aグループ Bグループ 

14:45 受付開始 

15:00 座学 オリエンテーリング 

～ オリエンテーリング 座学 

17:30 ほたるディナービュッフェ 

 お食事後庭園にて自由に蛍観賞 

■お問い合わせ ：03-3943-1140（10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/insectsalon_firefly/ 

「蛍舞うお庭を探検ステイ ～オリジナル甚平＆巾着付き～」概要 

INSECT SALON「ほたるのほしぞらパーティー」概要 

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/insect-collection2022/
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1650&hi_id=47&lang=ja-JP
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/insectsalon_firefly/


 

 

昆虫と共に大人も子どもも成長してほしい、そんな想いから誕生した Insect Collection。 

昆虫・自然を身近に感じ、親子の関わりを深めてもらうためのブランドで
す。服育の一環としてデザインに英語を取り入れたり、オーガニックコッ
トン利用による労働環境の改善など、SDGsについての周知も目指してい
ます。 

 

 

 

自然教育絵本「INSECT LAND（インセクトランド）」は、2022年 4月 TVアニメ
放送が決定！ 

小さな昆虫たちの国「インセクトランド」に暮らす、可愛いキャラクターたちの
個性あふれるストーリー。さあ、昆虫の世界に飛び込もう！昆虫たちが、たくさん
のことを教えてくれるよ！！ 

 

 

 

 

 

 

都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテル椿山荘東京は、2022 年 11

月 11日に開業 70年を迎えます。 

2020 年より始動した自然と現代技術を掛け合わせた演出や、造園美によって受

け継がれてきた想いを具現化する「庭園プロジェクト」。「いつの時代も、その時

代が必要とするオアシスであり続ける」という想いの下、7つの季節に 7つの絶景

を造り、美しい自然の中で、日本のもてなしの心と、世界基準のサービススタンダ

ードをご体感いただける寛ぎの空間や時間をご提供しています。 

267 室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備えるだけ

でなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内の 9 つの

レストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大 2,000名様までご利用いただける大

会場を含む 38の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備しています。 

散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新緑、初

夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘れさせる特

別なひとときをお過ごしいただけます。又、国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」も都心の絶景として通

年お楽しみいただけます。 

ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ部門」

では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ 4 つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設とサービスに

より、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. 

Collection」に加盟いたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<本件に関するお問い合わせ先> 

藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 マーケティング部門 担当：園部 

TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email: pressroom@hotel-chinzanso.com 

ホテル椿山荘東京 PR事務局 担当：森川、須田、藁科 

TEL:03-6863-3377 Email: hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp 

ホテル椿山荘東京とは 

 

 

昆虫モチーフ服育ブランド「Insect Collection」 

 

 

自然教育アニメ「INSECT LAND」 
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