ファミスキ.jp presents

参加費

ぐんまスノーエリア

無料

ちびっこ
スキー・スノーボード
教室
リフト
1日券

レッスン

無料

無料

（午前のみ）

ギア
レンタル

無料

スキー教室】

抽選で小学1〜3年生124名様を無料ご招待 !

日程

小学1〜3年生対象の無料キッズスクールで、
レッスンにリフト1日券、
ギアレンタルまで無料
という大盤振る舞い! 今季もファミリースキー
情報サイト
「ファミスキ.jp」
とタイアップ。
応募は
「ファミスキ.jp」ホームページから!
応募要項
●対象

下記「ファミスキ.jp」
ホームページの応募フォームより、
ご応募ください。
迷惑メール設定をされている場合は、@famiski.jpからのメールを受信できるよう
設定の上、
ご応募ください。

●料金

無料
各会場開催日の約3週間前

※申し込み多数の場合は抽選 ※悪天候時は中止の場合あり

●当選発表

当選者の方にのみ、事務局
（ファミスキ応援委員会）
より開催日の2週間前までに
メールにてご連絡させていただきます。

●アンケート

参加された保護者の方にお願いします。

●お問い合わせ先 群馬県スキー場経営者協会 ☎027-243-7273
※レッスン・リフト券・ギアレンタル無料の対象は、参加のお子様のみが対象です

応募サイトはこちら

https://famiski.jp/
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ファミスキ .jp

検索

群馬県の
観光情報は

観 光 アプリ
「ココシル」を
ダウンロードして、
「心 にグ
グっと ぐんまちゃん パス
ポート」を手に入れよう！

群馬県内のパスポート発給
施設より入手可能！
！ 詳しく
はガイドブックまたは下記公
式ＨＰをご覧ください。

ー

12/25
（火） たんばらスキーパーク

【スノーボード教室】

小学1〜3年生 （A）
はじめての子クラス （B）
ターンができる子クラス

●応募方法

●応募締切

※表内の数字は募集人数です。

憧れの
星野リゾートで
家族のHappyさがし！

ファミちゃんが
ナビゲート♪

キッズも 家族で冬を楽しく過ごす
！
！
も
ー
ビ
ベ
おでかけレジャー情報誌

首都圏版

11月21日（水）
発売！

スノーファミリー憧れの星野リゾート！
地域の特色を存分に活かした
個性的なプログラムで

予価

500円

❶

子どもたちの感性を刺激してくれます。
この冬はどんなHappyが待ってるかな？
さあ、家族のHappyをさがしに行こう！

❻

photo/Hiroyasu Hatakeyama（P14-15）
界 鬼怒川

Momoko Oshita（P18−19）
界 松本

界 出雲

❹
❷

1

星のや東京

❸

界 加賀

❺❼

2

初めてキッズも安心♪
スキー＆雪遊び、

界 箱根
界 熱海

寒い冬も暖かく遊べる
年齢別おすすめインドアスポット など

リゾナーレ熱海

❽

界 アンジン
界 伊東
界 遠州

星野リゾート トマム
（北海道）

3

4

家族で冬を
！
たっぷり遊ぼう！

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳
（山梨県）

5

※表紙は2017年版
（2017年11月発行）
のものです

こちらも
星野リゾート アルツ磐梯＆磐梯山温泉ホテル
（福島県）

6

星野リゾート 界 アルプス
（長野県）

7

星野リゾート 界 川治
（栃木県）

8

注目

こどもとおでかけ
365日

首都圏版

関西版

版は
2019年
１月に
2019年
です
発売予定

首都圏版

中部版

ベビーから使えるおでかけデビュー決定版！
こども連れで楽しめるスポットを年齢別＆ジャンル別に徹底紹介。
１年を通して活用できる、親子でのおでかけ情報いっぱいの１冊です♪

星野リゾート 界 津軽
（青森県）
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星野リゾート 界 日光
（栃木県）

星野リゾート 界 阿蘇
（大分県）
※星野リゾートには国内、海外37の施設があります

お求めは

※表紙は2018年版
（2018年1月発行）
のものです

書店および、BOOKぴあ 、ネット書店で発売！
＜ piabook.com
（PC、スマホ）＞

「こどもと遊ぼう」公式 Face book も要チェック♪

贅沢すぎる
こぼれフェスにありがとう！

北の大地でラグジュアリーな冬旅

星野リゾート

どどどどどど
ど〜〜〜ん！

（北海道）

ファミちゃんNAVI

（いいんですか？
こぼれてますよ！）

この冬から
「オートゲートシステム」を
導入し、HPからリフト券を事前に買
えちゃうから、チケット売り場に並ば
ずにストレスフリーに！

キッズの
Happy！

ゲレンデの中腹にあるスキー
インスキーアウトヴィレッジ

トマム

むひょう

霧氷テラスにある
Cloud Walkで
絶景〜に絶叫〜！

「ホタルストリート」では、い
ろんなものをふんだんにこぼ

クラウドウォーク

しちゃう
「こぼれフェス」を開
催！ 写真映え しまくりの贅
沢さ♥♥♥

氷点下の世界に現われる自然の宝石、

●イクラのこぼれ寿司：
cafe&bar
「つきの」
● こ ぼ れ 泡 々 豚 骨 ら ー め ん：
らーめん
「AFURI」
●こぼれハラミのステーキ丼：カ
ロマ・ステーキダイナー

霧氷や地球の広さを感じる大パノラ
マは必見。斜面にせり出したクラウ
ドウォークで絶叫したら、霧氷テラ
ス名物「霧氷フォンダンショコラ」で
ティータイム。

アメージングな
家族の
冬の芸術
Happy！
アイスヴィレッジ

●期間：2018年12月１日〜2019年４月１日
● 期 間 限 定 霧 氷テ ラスの ライトアップ：
2018年12月１日〜25日

最低気温が氷点下30度にもなる幻想的な氷
の街「アイスヴィレッジ」は冬のトマムの風物
詩。
「氷のホテル」や
「氷の露天風呂」などのほか、
この冬は
「氷のBooks&Café」が登場。非日常
の世界で心に残る体験を。
●期間：2018年12月10日〜2019年３月14日

ママの
Happy！

コンニチハ！

ンの味は格別。
●子ども
（２歳〜小学生）
3,500円
大人4,500円

たママのストレスを軽減するサービス満載！

氷点下の世界で
刺激にあふれた冬体験

東京ドーム２１３個分という北

の大地に広がるビッグスケールの

星野リゾート トマム︒氷点下の

世界がもたらす︑ここでしかでき

ない刺激的な体験は︑子どもの心

を豊かに育むはず！

アイデア満載のストーリー型ゲ

レンデや個性的で豊富なアクティ

ビティは︑フルスロットルで楽し

●ビュッフェダイニングhal-ハル-：
手巻き寿司や鉄板焼きなどはその
場でコックさんが出来立てをサー
ビスしてくれます！

まないともったいない！
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でもテンションアップ！

滞在はラグジュアリーなホテル

新千歳空港からリゾートライナーで約120分

でゆったりゴージャスに︒そこか

2018年12月１日〜2019年４月１日

贅沢ビュッフェは見ているだけ

しこにママを徹底サポートするき

https://www.snowtomamu.jp

新鮮な海鮮がこれでもかと並ぶ

め細やかなサービスがあふれていて︑

0167-58-1111

旅の醍醐味が美味しい食事！

もう１００点超えのハッピーファ

北海道勇払郡占冠村中トマム

冬の北海道の海鮮が
食べ放題のビュッフェ

ミスキ！

●ままらくだルーム専用備品＆アメニティ：おむつ用ごみ箱、補助便
座、踏み台、ベビーチェア、ベビーハンガー、子ども用おもちゃ、加
湿器付空気清浄機、哺乳便消毒ケース、DVDプレイヤー、離乳食食
器セット、温度調整付ポット、使い捨てスリッパ、お尻拭き、ウェッ
トティッシュ、ベビーオイル、ベビーボディソープ

トマム

●ニポタウン：雪遊び＆レッスンフィールド 無料
●チョッカリ大魔神のスキー・スノーボード魔界学校：
滑走レベル別小学生向けレッスン 5,000円〜
●ニポのスキー・スノーボード学校：３〜６歳向けの
レッスン 5,000円〜
●スノーラフティング：３歳〜小学生1,100円〜 大
人1,600円〜

合わせて作ったバームクーヘ

が完備されたお部屋があります。
「ままらくだ委員会」が考案し

ティングでクルージングしたり、ストーリー型ゲ
の雪がくれるHappy雪体験！

ヘン作り！ 家族みんなで力を

赤ちゃんや小さな子連れでの滞在にうれしい備品やアメニティ

広〜い雪原をスノーモービルに引っ張られてラフ
レンデやスクールで楽しく上達したり、たっぷり

秘密基地「コタ」でバームクー

赤ちゃん＆子ども用アメニティで
ママを徹底サポート

星野リゾート

ニポと
チョッカリ大魔神です♪
トマムで待ってるよ〜

はじめての
バームクーヘン作りに挑戦

北海道の雪だから
滑っても遊んでも楽し〜！
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ホテルのメインストリートに
ミニゲレンデが誕生!!

お洒落なスノータウンで雪の休日

星野リゾート

ホテルのメインストリートに「ミニゲレンデ」が誕生！

お洒落な街並みでスノーデビューだなんて、パパママ

キッズの
Happy！

たくさん写真撮っちゃいますよ！

滑ったり止まる感

覚を身につけてゲレンデデビューの準備完了！
●期間：2018年12月28日〜2019年３月10日
●対象：２歳〜小学６年生
●レンタル：宿泊者レンタル無料

子どもたちを応援しながら
薪ストーブカフェで舌鼓

リゾナーレ八ヶ岳

（山梨県）

ファミちゃんNAVI

ホテル内のミニゲレンデや雪が降る全
天候型プールなど、子どもだけでなく
大人も大満足の演出！ すべてがお洒
落だからママ、ご機嫌です♪

全天候型プール
イルマーレに雪が降る！

全天候型プール「イルマーレ」のキッズエリアに、
この冬シャボン玉や白い煙の雪のモチーフが降
り注ぐ「雪降るイルマーレ」を開催。子どもたち
を楽しませる工夫が盛りだくさん！
●期間：2018年１月25日〜2019年２月28日
●料金：無料
（プール入場料別）

薪の
パチパチ燃える
音をBGMに

キッズの
Happy！

晴天率85％
青空でスノーデビュー！
八ヶ岳エリアは晴天率85％だからデビュー
に最適！ 新メソッドの星野リゾート式スキー

ママの
Happy！

レッスン
「雪ッズ70」ならスキー本来の楽しさ
を発見しながら上達できると評判です。
●期間：2018年12月26日〜2019年３月31日
●対象：３歳〜12歳
（宿泊者）
●料金：１回3,000円〜
（レンタル無料）

八ヶ岳のライフスタイル 薪 に
ヒントを得た
「薪ストーブカフェ」
がミニゲレンデに併設。子ども

澄んだ
空気と青空
きもちい〜！

を応援しながらママは熱々フー
ドに舌鼓。パパは薪割り体験！
● 期間：2018年12月28日〜2019
年３月10日

ションとワインレッドのカーペットで
メインストリートはクリスマス一色！

車でも電車でも都心から約２時

間でアクセスできる世界的巨匠が

手によるデザインホテル︑リゾナー

レ八ヶ岳︒ヨーロッパの街並みを

17

小淵沢駅から無料シャトルバス

彷彿とさせるメインストリートに︑

で約５分

この冬﹁ミニゲレンデ﹂が誕生！

JR中央本線

キッズのはじめての雪体験に最

中央道 小淵沢ICから約３分

適です︒ここで雪に慣れたら︑す

https://www.resonare.com/yatsugatake/

ぐ近くにある２つのゲレンデに無

0570-073-055（リゾナーレ予約センター）

料送迎バスで出かけゲレンデデ

山梨県北杜市小淵沢町129-1

ビューといきましょう！ 無料レ

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳

メインダイニングなど、非日常の世界が広がります。

ンタルも充実しているので手ぶら

●期間：2018年12月１日〜2018年12月
25日
●プロジェクションマッピング：18：00
〜20：30
（30分間隔）

るメインストリートにプール、本格イタリア料理の

非日常を演出する
デザインホテル
でデビューできちゃいます！ わ

大人も子どももわくわく。

ンのリゾートホテル。ヨーロッパの街並みを思わせ

お洒落なスノータウンで
気軽にスノーデビュー

プロジェクションマッピングもあって

建築界の巨匠マリオ・ベリーニによる洒落たデザイ

くわくドキドキがつまった非日常

フード800円〜

12月に入ると、ゴールドのイルミネー

のスノータウンで家族の休日を！

● 料 金：ホットワイン1, 0 0 0 円

キラキラに胸が高まる
八ヶ岳クリスマスタウン

16

くつろぎタイムは
開放的なラウンジで

東北トップクラスのゲレンデで楽しく上達

アルツ磐梯＆
磐梯山温泉ホテル

家族の
Happy！

エントランスを入ると、正面にゲレンデを望む
開放的なラウンジ。Books&Cafeには子ども
向けの絵本も充実。夜になれば、パパとママは

星野リゾート

酒どころ会津の蔵元から仕入れた地酒を楽しめ
る会津SAKE Barで乾杯。

（福島県）

●Books&Cafe：ホテル１階／24時間営業
●会津SAKE Bar：ホテル１階／９：00〜23：00

ファミちゃんNAVI

アルツ磐梯の「雪ッズ70」は本格的に
滑りたい子にぴったり！ SAJジュニ
アテスト１級レベル相当までにスキル
アップさせてくれます。

会津の食と伝統にふれる！
磐梯山温泉ホテル
和のなごみと洋のくつろぎを融合した会津モダンの

リゾートホテルで、会津の食と伝統文化を堪能。そ
のうえ
「スキーヤーファースト」だから、きっと会津が
好きなります！
● 会津モダンスイート：会津地酒を飲み比べできる日本酒
セラー付きのメゾネットタイプ。会津漆器や和ろうそく、
のだてちゃぶなどの伝統工芸で彩られている

ライブキッチンで仕上げる料理で
おもてなし

キッズの
Happy！

確実に上達しちゃう
新メソッド「雪ッズ70」
子どもの習得スピードに合わせて上達に導く星野
リゾートオリジナルレッスン
「雪ッズ70
（ユキッズセ

「おばんでございます」とスタッフが

ブンティ）」。アルツではデビューから本格的に滑

お出迎えしてくれるレストランkisse・

りたい子にむけてのレッスンを展開。レッスンカル

kisse
（キッセキッセ）。打ちたての天

テはリゾナーレ八ヶ岳と共有。

せいろなど、ライブキッチンで仕上げ

●期間：2018年12月22日〜2019年３月31日
●対象：３歳〜12歳
●料金：１回6,000円
（３・４歳レッスンは3,000円）、レ
ンタル無料

る名物料理が和洋中と日替わりで並
びます。朝は喜多方の食文化「朝ラー」
が人気！
●kisse・kisse：ホテル１階

美味しい＆助かっちゃうね
リゾートセンター

ママの
Happy！

温泉＆スパで
お疲れにさよなら

会津漆器をイメージしたモダンな天然温泉は乾
燥肌にも効果的です。会津米100％の米ぬかか
ら抽出したライスキャリアオイルを使ったトリー
トメントはママへのご褒美。

となんでもおまかせのリゾートセンター！

会津の伝統文化を
体験するアクティビティ

酒造りに使われるお米を使ったせんべいを焼いたり、薬草栽培に
ゆかりのある薬研
（やげん）
を使って自分だけのお茶作り、そして
郷土玩具、赤べこの絵付けなど。子どもたちを夢中にさせる会津
の伝統文化を体験させてくれる盛りだくさんのアクティビティ。

ママの﹁癒やされたい ﹂も
も叶う
僕の﹁うまくなりたい ﹂

東北トップクラスのスノーリゾー

25

ト︑アルツ磐梯はバリエーション

に富み︑滑りごたえのある全 コー

スで滑り派家族は大満足︒高品質

の雪と星野式スキーレッスン﹁雪ッ

70

﹂が︑うまくなりたいキッズ

19

僕の
オリジナルティーが
できたよ♪

ズ

磐梯町駅から無料直通シャトル

バスで約20分（要予約）

13

たちを応援してくれます！

JR磐越西線

●託児サービス：満１歳〜未就学児を１時間単位で預けられる／リゾー
トセンターEAST２階
●塩かつ丼＠磐梯食堂：シンプルなカツに塩だれをかけ、食べた後はだ
しをかけてお茶漬け風にして二度楽しむ／リゾートセンターWEST２階
●オリジナルクレープ＠yamacafe：インスタ映えのするオリジナルク
レープがずらり／リゾートセンターEAST１階

和のなごみと洋のくつろぎを併

ICから約15分

せ持つ会津モダンな磐梯山温泉ホ

東北自動車道 郡山JCT経由磐越道 磐梯河東

時チェック

2018年12月22日〜2019年３月31日

テルは︑この冬﹁スキーヤーファー

https://www.alts.co.jp

スト﹂を宣言！ 通常より早く滑

0242-74-5000

れるファーストライド︑２泊以上

塩かつ丼、
メチャうま！

耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68

の連泊で１泊無料︑

星野リゾート アルツ磐梯

アウトという大胆な３つの取り組

●おせんべい焼き体験：おせんべい焼き体験、マシュマロ焼き体験と
もに600円／コデラン広場
● 会津てわっさ
（絵付け体験）：赤べこ1,200円 起き上がり小法師
1,200円／ホテル２階
●薬研こしぇる茶：無料

みでファミスキもハッピー！

●朱嶺の湯：５：00〜12：30／16：00〜25：00／ホテ
ル地下１階
●会津スパ
「AUN」：16：00〜23：00／ホテル３階

スクール受付、レンタル、ショップ、レストラン、託児サービス
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星野リゾート

界 川治（栃木県）

界のスノー旅

水車が出迎える自然に包まれた里山

伝統＆雪にふれる新しいスノースタイル

栃木県日光市川治温泉川治22
0570-073-011（界予約センター）

伝統文化を体感しながら雪遊び

https://kai-ryokan.jp/kawaji/
日光宇都宮道路 今市ICから約30分
JR東北新幹線

宇都宮駅から無料送迎

バスで約80分（冬季限定）

ファミちゃんNAVI

雪遊び＆
スキー・スノーボードは
首都圏最大級のハンタマへ
ちびちゃんたちも楽しめるソリ専
用ゲレンデやアクティビティ満載の
ファミリーゲレンデ、ハンターマウ
ンテン塩原まで車で約40分。

全国の
「界」の中で雪遊びやスキーが楽
しめる施設をピックアップ！ それぞ
れの地域の伝統文化にふれるアクティ
ビティは絶対おすすめ！

里山ならではの
風物詩とジビエ料理

冬の風物詩、湯西川温泉・かまくら祭への無料送
迎があり、圧倒的な風景を楽しめる。出発前に
みのやわら靴の貸し出しもあり、雪国気分でお
出かけ。夕食は味噌牡丹鍋で心も身体もぽっか

星野リゾート

星野リゾート

界 アルプス（長野県）

信州の贅沢な田舎を味わう温泉宿

ぽか。

界 日光

（栃木県）

●湯西川温泉・かまくら祭：平家の落人伝説が残る温
泉郷で開催／１月下旬〜３月上旬

0570-073-011（界予約センター）
https://kai-ryokan.jp/nikko/
日光宇都宮道路清滝ICから国道120号線で約20分。東京か

0570-073-011（界予約センター）
https://kai-ryokan.jp/alps/
長野自動車道 安曇野ICから約40分

中禅寺湖の絶景が目の前に広がる
栃木県日光市中宮祠2482-1

長野県大町市平2884-26

星野リゾート

界 津軽（青森県）

JR大糸線 信濃大町駅から車で約15分

迫力の津軽三味線が響く温泉旅館

ら冬季無料送迎バスで約190分
東武日光駅から東武バスで中禅寺温泉→送迎バスで約３分

青森県南津軽郡大鰐町大鰐字上牡丹森36-1
0570-073-011（界予約センター）

日本三大名瀑華厳の滝
圧巻の冬の芸術
中禅寺湖の絶景を独り占めする界

日光から華厳の滝へ。凍った氷瀑は
圧巻！

ご当地楽は、草履の下に木

の下駄を合わせた「日光下駄」の成り
立ちをストーリー仕立てで紹介する
「日光下駄談義」。

https://kai-ryokan.jp/tsugaru/
東北自動車道 碇ヶ関ICから約20分
JR奥羽本線 大鰐温泉駅から送迎バスまた
はタクシーで約５分

囲炉裏の湯気で
心まであったかい

幻想的な
「かまくらBAR」

薪が奏でる音、鼻をくすぐる香ばしい

青 森 県・大 鰐 温 泉 に あ

匂い。心があたたまる癒やしの田舎が

る界 津軽。冬になると

そこにあります。アルプスの雪解けを

「かまくらBAR」が登場。

表現した雪鍋会席は一見の価値あり！

伝統工芸の津軽こぎん刺
しがデザインされた灯籠

星野リゾート

界 阿蘇（大分県）

標高2000mの神秘の森に包まれて

がかまくらを照らし、幻
想的な風景に。中では、
りんごのホットカクテル
を味わうことができます。

スキー・スノーボードは
HAKUBA VALLEYで

自然と伝統工芸をアレン
ジした客室はそれぞれ意
匠が異なる
「信濃もてなし

信州の自然で
おもてなし

中は
あったかいよ♪

の間」。
かまくらって雪なのに中
は暖かい！

きっと子ど

もたちは驚くはず。

高 速 バ スや 無 料シャトルバ ス があ るからH A K U B A
VALLEYまで楽々アクセス。エイブル白馬五竜スキー場に
は界

アルプス宿泊者専用のラウンジ「マウンテンラウン

星野リゾートが全国展開する日
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本初の温泉旅館ブランドが﹁界﹂
︒

乗馬」
は冬の贅沢なお楽しみ。

●マウンテンラウンジ：エイブル
白馬五竜スキー場リゾートセン
ター「エスカルプラザ」３階／9：
00〜17：00 無料

日本の風土と文化を体験できる空

策するアクティビティ、
「雪見

間で︑現代の快適性を追求してい

じゅう高原を馬とともに散

ます︒

数 規 模の阿蘇カルデラ、く

界にはそれぞれの地域の魅力を

を堪能できるほか、世界有

表現する﹁ご当地楽︵ごとうちが

ライブラリーで阿蘇の景色

く︶
﹂と伝統文化を活かした﹁ご当

静寂な時が流れるトラベル

地部屋﹂があるのが特徴︒子ども

はJR豊肥本線 肥後大津駅からタクシーで約75分

たちが日本の伝統文化にふれる貴

JR大本線 豊後中村駅からタクシーで約40分、また

重な経験となるアクティビティも

くじゅう高原で
雪見乗馬を体験

盛りだくさん！﹁界﹂に滞在し︑たっ

大分自動車道 九重ICから約45分

ぷり雪とふれあうスノー旅は︑日

https://kai-ryokan.jp/aso/

本の素晴らしさを再認識する新し

0570-073-011（界予約センター）

いスノースタイルと言えるでしょう︒

大分県玖珠郡九重町湯坪瀬の本628-6

全国の界で
日本の冬を再認識！

ジ」が用意され、ゆったり過ごせるうれしいサービス。

20

こんなときどうする？

この冬はじめてファミスキにトライするパパも
なんだかいつもセカセカしてる〜とお嘆きのママも、
悩めるパパママをまるっと救うべく、

（
路 の ETC 割 引 や「 ド ラ 割 」

ミスキでは、車派が主流。高速道

どうしても荷物が多くなるファ

大荷物に対応する車と
予定を立てやすい電車

雄大な景色を優雅に眺めながら、子どもと一緒に楽しくスキー！
と夢見るものの、そうは甘くはないのがファミリースキーの奥深さ。

しょう。

しているスキー場を選ぶと良いで

や、最寄り駅から送迎バスが運行

もおすすめです。駅近のゲレンデ

転に自信がない方や、母子旅行に

荷物を送ればかなり快適。雪道運

どの利点がある電車も、宅配便で

時間が正確、パパが寝られるな

は事前に確認を。

高速道路からスキー場までの距離

しょう。道路状況（積雪の有無）や、

出の場合は、まめに休憩をとりま

間に移動し終わるのがベスト。朝

夜出る場合は、子どもが寝ている

と安さも魅力のひとつです。車で

ページ参照）など、電車に比べる

34

ファミスキの主役は
あくまで「子ども」！

ども」ですから、まずは子どもが

リースキーの主役はあくまで「子

詰め込みすぎるのは厳禁。ファミ

あれもしたい、これもしたいと

ててください。

見極めて、子ども中心の計画を立

ので、コンディションをしっかり

もの反応はまったくちがってくる

の日の気分や体調によっても子ど

たくさん起こるスキーの現場。そ

ちにとっても、予想外の出来事が

し……。パパママにも、子どもた

吹 雪 く し、も ら す し、泣 き 叫 ぶ

いつ行く？ 何をする？
プランニングのコツ

楽しめる過ごし方をすることが鉄

クポイントをまとめました。

らは、子どもの年齢別に、チェッ

さえることが大切！ 次ページか

活用するには、選び方のコツをお

ミリー向け施設＆サービスを有効

く変わってきます。スキー場のファ

よって、スキー場の選び方は大き

子どもの年齢やスキーレベルに

スキー？ 雪遊び？
何をして遊ぶ？

定する３月がおすすめです。

のキッズがいる場合は、天候が安

キーが楽しめますが、雪上デビュー

もにベターなコンディションでス

月〜 ２月であれば、雪の量、質と

時期や日程を詰めていきます。１

相談してだいたいの予算を決め、

をすり合わせたら、おサイフとも

場が絞られてきます。家族の希望

うに過ごしたいかによって、スキー

ントに参加したいなど、どんなふ

がしたい、スキーがしたい、イベ

画は早めに立てましょう。雪遊び

気持ちを盛り上げるためにも、計

まずは家族会議から！ 子どもの

スキーに行こう！ と決まったら、

スキー場で何がしたい？
まずは家族会議から

綿密なプランニングが
ファミリースキー成功のカギ！
スキー場選びのポイントは
目的＆子どもの年齢 !

22
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1
則です！

、
さあみんな
！
〜
すべるわよ

Part
Planning

ゆきあそび
Love 〜♡

楽しいファミスキを成功させるためのコツを一挙ご紹介！
スキー場の選び方から、スタイルチェックまで、
快適・ファミスキ道を切り拓くためのお役立ち情報満載です！
今日は
ラクダで行くわ。

パパママが「スキーデビューさせ
たい！」と思っても、子どもは気
乗りしないことも。そんなとき
は無理強いせず、雪で思いっき
り遊ばせてあげましょう！

余裕をもった計画で
“わが家流”に楽しんで

ファミリースキー
絶対成功のコツ
車で行く？ 電車で行く？
それぞれにメリットあり！

はじめてから
脱マンネリまで！
車窓を眺めながら、子
どもたちはおやつを食
べたり、パパママはビー
ルで乾杯したり
（昼間か
ら！）、電車での移動も
らくらく&快適♪

安心して滑れる
スキー専用キッズゲレンデ
スキーやスノボにはじめて挑戦
するこどもたちにとって、スキー・
大人のスピードに

スノボ専用のキッズゲレンデは強
〜 い 味 方！

び っ く り す る こ と も、 ソ リ に 横
切られることもなく、安心して練
習に励むことができます。最近は、

のびのび遊べる
安全なキッズパーク
雪上デビュー期や、スキーより
も雪遊びがメインのキッズなら、
まずはソリや雪遊びが安全に楽し
めるキッズパークがあるかをチェッ
クしましょう。
キッズパーク内に、ふわふわな
どの遊具やチュービング、ソリ遊
びをらくに楽しむためのスノーエ

ブーツを脱いでリラックス
のんびりできる休憩所
めいっぱい雪遊びを楽しんだら、
ブーツを脱いでくつろげる休憩所
があると快適です。まだまだお昼
寝必須の年頃でもありますから、
お昼寝もできるとなおグッド。雪
遊びキッズの拠点となるキッズパー
クに近い場所にあれば完璧です。
また、室内におもちゃや遊具な
どが設置されていると、悪天候時
に長く外で遊べない場合も楽しく
過ごせます。

サイズも確認！
スキー・スノボレンタル

楽しい思い出にしてあげたいも

事前に子ども用レンタルの有無を

ズには、用具はレンタルがおすすめ。

レンタルコーナーには、ヘルメット、パッド、ボー
ゲンヘルパーなど、お助けグッズも勢揃いで大助か
り！
（たんばらスノーパーク）

楽に動ける ？
スキー場全体の動線を確認
候補のスキー場が決まったら、
ホームページでスキー場全体の構
成を把握しておきましょう。駐車
場からキッズまでひたすら歩く
……なんてことになると、それだ
けで子どもは疲れてしまいます。
どの駐車場を利用すると便利か、
レストハウスやキッズパークがど
こにあるかなど、細かい情報も確
認しておきましょう。子どもも大
人もできるだけ楽できる行動計画
が必要です。

行っておきましょう。

たら着替えや水分補給、トイレにも

で気分転換をしたり、汗をかいてい

ようにします。アメやチョコレート

なら、１時間に一度は休憩を入れる

できる場所があると安心です。幼児

くることも。ブーツを脱いでお昼寝

体力を消耗して、突然睡魔が襲って

キーに集中するため、思った以上に

こどもたちは全力で雪遊びやス

早め早めの休憩が肝心

←
「ポタスノーランド」は、ホテル目の前♪
（白樺リゾート 池の平スノーパーク）
↓ベースロッジ目の前、ふわふわ遊具を
備えるキッズパークには、無料休憩所も
あり！
（マウントジーンズ那須）

スカレーターが完備されていると
ころもあります。

まかせて安心！ プロの技
キッズスクール

の。パパ、ママが自分の体力や技

チェックし、サイズの確認もして

スキー・スノボデビュー期のキッ

術に自信がないときは、無理せず

おきましょう。

は じ め て の ス キ ー・ ス ノ ボ は

キッズスクールを利用しましょ
う。スクールではさまざまな趣向
を凝らしたレッスンを行なってお
り、子どもの体力や技術レベルに
合った内容で対応してくれるので
安心です。自分の子どもだとつい
熱が入ってしまう……というパパ
も、一度預けてみることをおすす
めします。

最 新モデルが 揃うレ
ン タル の「 サ ロ モ ン
ステーション」では、
セットレンタル利用の
キッズにヘルメットを
無料貸出♪
（上越国際
スキー場）

24
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キッズにおすすめの
スキー場選び

キッズパーク内にスキーエリアを

↑オリジナルスキー教材を使って、室内コースか
らレッスンする
「ロックンキッズスクール」
（ホワイ
トワールド尾瀬岩鞍）
←子どもの習得スピードに合わせて上達に導く、
星野リゾートオリジナルレッスン
「雪ッズ70」
（星
野リゾート アルツ磐梯）

2
設けるスキー場が増えています。

ここできゅうけい

キッズパークは利用無料で、スノーエス
カレーターも完備！
（野沢温泉スキー場） 屋根付きスノーエスカレーター完備で、寒い日も
快適のキッズパーク
（タングラムスキーサーカス）

「ちびっこ広場」には、ブーツを脱い
でくつろげる無料休憩所が隣接して
いて便利！
（アサマ2000パーク）
おもちゃもキッズ用トイレも備える
「キッズ
コーナー」
（たんばらスノーパーク）

ファミスキ
成功のコツ
forキッズ

専用ゲレンデや休憩所などの
施設をチェック！
雪遊びがメインのキッズなら
アトラクションも設置され、親子で楽
しく滑れる
「ファミリーパーク」
（ハン
動く歩道を完備したスキー専用エリア「レッツピア」 ターマウンテン塩原）
があり、安心して練習できます（ホワイトピアたかす）

Part
Area selection

未就学児
３〜６歳
キッズゲレンデやスクールの
充実度をチェック！
スキー・スノボデビュー期のキッズなら

しません？

スキーの醍醐味が味わえる
変化に富んだゲレンデ
安定した滑りができるようになっ
たら、変化に富んだコースにも挑
戦！ 森の中の林間コースで動物の
足跡や野鳥を探すのも楽しい経験。
また、さまざまなチャレンジアイ
テムが設置されたアトラクション
コースも、こどもたちに大人気です。
ただし、パパ、ママが不安を感じ
るゲレンデには無理して入らない

スキーが大好きな子でも、長時

気晴らしできる
スノーアクティビティ

スキーやスノボに慣れてきた子
間集中して滑っていると、飽きた

自分のペースで練習できる
幅が広く緩やかなゲレンデ

どもの練習用バーンとして、幅が
り疲れが出てくるもの。息抜きに

うお年頃のジュニアには、スノー

広く緩やかなゲレンデがあると安

れば完璧。近くにトイレや休憩所
ラフティングやチュービングなど

雪遊び……といっても、もうキッ

があれば、なお安心です。山頂か
のアクティビティがおすすめ！

心です。リフトからでも子どもの

ら初級コースが伸びているスキー
大人も一緒に楽しんじゃいましょ

ズパークでは満足できない！とい

場であれば、家族みんなでのロン
う♪

姿が確認できる見通しの良さがあ

グクルージングも楽しめます。

子どもが楽しめる
レース＆イベント
最近は、レース経験がなくても
気軽に楽しめる大会が数多く開催
されていますから、思い出づくり
にチャレンジしてみるのも良いで
しょう。ソリレースなどの親子参
加型イベントも要チェック！ 冬
〜 ページには、イベント

の楽しみがさらに広がるはずです。
本誌

カレンダーを掲載しています。

で上がれるかどうか、機動力の良

ラや高速リフトで一気に山の上ま

長い距離を滑れるなら、ゴンド

KIDS CHALLENGE」と い

ラルスポーツでは、
「CENTRAL

ポーツプログラムを展開するセント

子 ど も か ら 大 人 ま で、多 彩 な ス

春休みは宿泊キャンプで
スキー・スノボを楽しもう！

さも確認。移動時間があまりに長

けながら成長できる宿泊型キャンプ。

生 と の ふ れ あ い の 中 で、 刺 激 を 受

のタイプから選択可能。お友達や先

レベルや楽しみ方に合わせて、４つ

が受験できるエキスパート向けまで、

け か ら、SAJ 公 認 の 級 別 テ ス ト

い ま す。 雪 遊 び メ イ ン の 初 心 者 向

む宿泊型スノーキャンプを開催して

うコンセプトのもと、スキーに親し

りして消耗してしまいます。

いと、それだけで飽きたり疲れた

一気にロングラン！
機動力の良さもチェック！

家族みんなで盛り上がろう！「岩原
雪上運動会」
（岩原スキー場）
腕試しにおすすめ！ 毎月１回開催の
「100円タイム計
測会」
（小海リエックス・スキーバレー）
※定員いっぱいや募集終了になって
しまうプログラムもあるので、申し込
みはお早めに！

ジュニアにおすすめの
スキー場選び

こと。家族みんなで安全に楽しめ
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2
ることが大切です。

67

楽しい思い出になること間違いなし

セントラルスポーツの野外体験スクール
「CENTRAL KIDS CHALLENGE」
https://www.central.co.jp/ckc/

です！

◎詳細はこちらから↓

ガンガン滑れるようになったら、

ポン」も、ぜひご活用ください！

ファミスキ
成功のコツ
forジュニア

子ども割引のあるリフト券や、親
子のセットで割引になるファミリー
チ ケ ッ ト が 断 然 お 得。
「スキー子
供の日」などのサービスデーと併
せてチェックしましょう。本誌

〜 ページの「ファミスキ限定クー
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↑スリル満点のスノートレインは、大人にも大人
気！
（苗場スキー場）
←憧れのスノーモービルを運転できる、小学生
男子ウキウキのアクティビティ
（高鷲スノーパーク）
ロープウェイで一気に山頂へGo！
最長4kmのロングクルージングが
機動力抜群！ 15人乗りのゴンドラで、1,550mの山頂
楽しめます
（丸沼高原スキー場）
へ！（高鷲スノーパーク）

滑って止まれる初中級ジュニアなら

ファミリー万歳！
親子でお得なリフト券

コース幅最大40 0mのワイドな
バーンが広がり、のびのび滑れ
ます
（鷲ヶ岳スキー場）
ゲレンデの９割が初中級コースで、雪質も最高！ 上達を
めざすジュニアの練習にぴったりです
（赤倉温泉スキー場）
パパママ必見！ 全国のプリンススノーリゾートで
は、小学生のリフト料金がいつでも無料！
（軽井沢
プリンスホテルスキー場）
小学生限定の「ホワイトピアJr.クラブ」に
入会すると、リフト券がいつでも半額に！
（ホワイトピアたかす）

ワイドで見通しの良い
緩斜面があるかチェック！
バンクやポコジャンなどを設置した「ファン
タジースノーパーク」は、子どもたちに大人
気！（サンメドウズ清里スキー場）
ファミリー向けツリーランコース
に大興奮！ 探険気分で楽しもう！
（斑尾高原スキー場）
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Part
Area selection

小学生
7〜12歳
変化に富んだゲレンデと
機動力をチェック！
ガンガン滑れる中上級ジュニアなら

Case study

Q 体力不足の父と母を顧みず、ガンガン滑

パパの悩みも
パパッと解決！

2

Part
Area selection

３歳未満

ファミスキ
お悩み解決集！

りたい小５の息子。ゲレンデのどこにい
るか、すぐ見失ってしまいます。

ベビーにおすすめの
スキー場選び

A GPSマップで子どもの居場所がすぐわか
る！ 情報アプリ「yukiyama」おすすめ！
ちょっと心配なお悩みですが、上達するほど楽しさ
が増すのもスキーの魅力ですから、自由に滑らせてあ

大人がスキーを楽しんでいる間

安心して預けられる
託児所

乳幼児連れのファミスキでもっ

も安心して子どもを預けられる託

スキー場までの行程に
無理はない？

とも大切なのは、子どものペース

児所は心強い存在です。とくに妊

家族みんなの時間も大切に

子どもがふたり以上いる場合、下

の子がゲレンデデビューするまで

は
「上の子がパパとスキーで、
下の子

がママと雪遊び」
といったように、
家

族が二手にわかれるケースが多い

ようですが「上の子の滑りを見たこ

とがない……（ママ）
」というのも

ちょっと悲しいお話。二手にわかれ

る場合でも、託児所やスクールに子
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どもを預ける場合でも、半日は家族

※12月中旬リリース予定

で遊ぶなどのプランで、家族みんな

◎スティーチ for SNOW
steach.co.jp/snow/

がいっしょに過ごせる時間もつく

GPSマップで、誰がどこにい
るのかが一目瞭然！

ファミスキ
成功のコツ
forベビー

りましょう。

◎
「yukiyama」アプリ
http://yuki-yama.com

に合わせた計画を立てること。は

保育士常駐で、安心して預けられる
託児所
（ダイナランド）

娠・出産期間にスキーをお休みし

日の朝に右往左往することなく、
快適に過ごせます。

じめのうちは、自宅から近いエリ

プリです。

ていたパパママにはうれしいかぎり。

その場で予約も OK！ 事前予約ができていれば、当

アを選ぶようにしましょう。子ど

家 族 みんなで使えるア

０歳児から預かってくれる託児所

スンを探すことができます。
レッスンが見つかったら、

もがチャイルドシートに縛られて

大臣（ママ）もニンマリ。

や、保育士の資格を保つスタッフ

ノーボードスクール検索ができ、
自分にぴったりなレッ

いる時間を考えると、１時間に１

ゲットできるので、財務

が対応してくれる託児所など、ス

ル、テーマ、レベルなどさまざまな条件で、スキー・ス

回の休憩は必要です。渋滞情報や、

うえ、お得なクーポンも

↑ゲレンデを見渡せる場所
に親子専用休憩所があり、
センターハウスには、授
乳 室を備えたベビール ー
ムも完備（シャトレーゼス
キーリゾート八ヶ岳）

キー場によってさまざまな特徴が

約サイト
「スティーチ for SNOW」
です。
エリア、ジャン

高速道路からスキー場までの距離

行きたいスキー場の詳細情報が簡単に検索できる

あるので、事前によく調べておき

そんなとき役立つのが、スクール検索 & レッスン予

ント。

も確認しておくようにしてください。

けで……。

ましょう。利用の際は、事前予約

リーなどのデータが自動保存されるのも嬉しいポイ

の有無、対象年齢、持ち物（おむ

集中する週末や冬休み、春休み期間は、混雑必至なわ

つなど）の確認を忘れずに。

いうわけです。
滑走距離や時間、最高速度、消費カロ

赤ちゃんやよちよちキッズがい

ガー !! というのは意外によくある話。
とくに利用者が

る場合、まずはトイレにおむつ交

こを滑っているかがリアルタイムでわかって安心♪と

換のできる場所があるかどうかを

もうとしたらすでに満員。早起きしたのにオーマイ

チェック。スキー場ではベビーフー

むこともできます。子どもにスマホを持たせれば、ど

ドやおむつが手に入りにくい場合

らもなんとかゲレンデに到着し、レッスンに申し込

があるので、多めに持つようにし

の居場所がすぐにわかり、コミュニケーションを楽し

ます。また、お昼寝ができる休憩

待ちに待ったファミスキ！ 渋滞に巻き込まれなが

所もあると便

たとえば GPS マップにより、自分だけでなく家族

利。 子 ど も を

ができる
「リアルタイム情報アプリ」
だということ。

スクール検索
＆レッスン予 約サイト「スティーチ for
SNOW」がおすすめ！

遊 ば せ な が ら、

なら、
「yukiyama」
最大の特徴は、現地でも遊ぶこと

A 混雑する休日はとくに！

パパとママが

所のスキー場を網羅する情報量の多さもさることが

スンが満員で……。どうしたらいいの？

交替で滑るこ

を豊かにするアプリ
「yukiyama」です。
全国約 400 カ

しかも、スキー場に行ったら、キッズレッ
ともできます。

マを解消してくれるのが、スキー・スノーボードライフ

子どもが楽しく、大人が
快適な施設をチェック！

パパママも滑ります！なら

おむつ交換のできる施設
お昼寝できる休憩所

げたい！というのも親心。そんなファミスキのジレン

Q 好みのスクールが見つかりません。
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お泊まりスキー
プランニングの注意点
宿選びの際に考えたいのは、宿
泊にかけられる予算と宿泊先に何
を求めるかということ。おいしい
ごはんを食べたい、温泉につかり
たいなど、家族の希望に優先順位
をつけて、それに沿った宿を探し
ましょう。予算と希望をすり合わ
せれば、ある程度、宿の候補が絞
られてくるはずです。

気に入ったら、
わが家の定宿に！
細かくリサーチして行っても、
親切にあたたかく迎えてもらえる

①スキー場までの
アクセスはラク？
小さい子どもがいる場合はとく
に、スキー場までの距離が大きな
ポイント。長い時間歩いて、雪上
に立つまでにクタクタ……、なん
てことがないよう、ゲレンデまで
の ア ク セ ス は 事 前 に 確 認 を。 ス
キー場そばの宿であれば、疲れたり、
着替えをしたいときに気軽に部屋
に戻れて便利です！

おいしい食事は、お泊まりスキー
も元気な子どもたち。まだまだ遊

昼間全力で遊んでも、なぜか夜

泊パックが断然お得です。レンタ

をする場合は、リフト券付きの宿

子どもがリフト券を使ってスキー

ちが楽しめる施設も充実しています！

かどうかは、実際に足を運ぶまで
わかりません。データではわから
ないこともたくさんありますから、
お気に入りの宿を見つけたら、リ
ピートをするのが失敗を防ぐ近道
です。快適な宿とお気に入りのゲ

の醍醐味！と言ってもいいほど大
び足りない！ という子には、室内

ル割引やスキー場内で使用できる

の滞在をストレスフリーにするための「ま
まらくだ委員会」
では、
さまざまなサービス

を実施。
充実の備品やアメニティなど、まさ
に
“かゆいところに手が届く”
サポートで、
忙

アメニティ！

ティー作り（写真左下）など、子ど

もも 楽しめます。ゲレンデを望む

「Books&Cafe」
（写真右下）では、

絵本を読みながらのんびりできて

ママ大満足♪

伝統文化が
体験できる！

絵本も充実
Books&Cafe

ただくマナーも教えておきましょう。

いにチョイスすることや、おいしくい

食事では食べられるだけの量をきれ

はもちろんのこと、バイキング形式の

が食事の場面。
周りの人への気づかい

た、日頃の様子がもっとも表われるの

ると修学旅行などに役に立ちます。
ま

かり教えたいもの。
小学校高学年にな

大浴場があれば、入浴のマナーもしっ

惑をかけない過ごし方をしましょう。

ルールを教えて、ほかのお客さんに迷

ではありません。子どもには宿での

もが騒いでもかまわない、ということ

ファミリー歓迎の宿、イコール子ど

宿でのマナーも大切です

たっぷり遊んだら、天然温泉「美人
１時間単位でお預けがOKな「キッズハ の湯」でリラックス♪ お泊まりス
キーなら、何度も入れちゃう！
ウス」。明るく清潔な託児施設です。
キッズパークは
ホテル目の前！

レンデがあれば、ファミスキはもっ
と楽しくなりますよ♪

切な要素。キッズメニューが充実
アクティビティやアミューズメン

④ファミリーに
お得な料金設定？

してるか、離乳食に対応してくれ

食事券が付いている場合もありま

なので、迷子の心配もご無用です。
小さな子どもた

ト施設があると大満足です。夜は

すべてのコースがホテル前に滑り込むレイアウト

るか、という点もチェックしましょ

キー場直結で、玄関を出たらもうゲレンデ！ ほぼ

す。早割や連泊割引などと併せて

③アフタースキーの施設は
充実している？

「ホテルグリーンプラザ白馬」は、白馬コルチナス

早めに眠くなるちびっ子には、絵

を実施。
赤べこの絵付け（写真上）や、薬研を使ったフレーバー

う。小さな子どもも歓迎してくれ

テル」では、地元・会津の伝統文化が体験できるアクティビティ

て上手に利用しましょう！

星野リゾート アルツ磐梯直結の「星野リゾート 磐梯山温泉ホ

本やビデオ、おもちゃなどを備え

「星野リゾート 磐梯山温泉ホテル」

る宿であれば、食事のほかにも、

アクティビティ充実の代表例はコチラ！

たプレイルームがあると、落ち着

②こども食や離乳食は
充実している？

「ホテルグリーンプラザ白馬」

ココを押さえれば完璧！
宿選びのためのチェックポイント
アクセス便利な代表例はコチラ！

宿の良し悪しで
旅の印象が大きく変わる！

キッズアメニティや子ども用バス

無料！

いて過ごすことができます。

しいママものんびりできちゃいます♪
充実のキッズ

離乳食が

グッズなどの備品を用意してくれ

野リゾート トマム。小さな子ども連れ家族
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ファミリーにおすすめの
スキー宿選び

るところもあります。

ファミリーへの細やかな気配りが人気の星

ゲレンデは
徒歩10秒 !!

ファミスキ
成功のコツ
お泊まり編

のんびり
お泊まり♪

Part
Ski hotel

「星野リゾート トマム」

3
キッズ対応充実！の代表例はコチラ！

Love ski♡ ♡
ily
Love fam

ファミスキfamily photo gallery
ファミスキ
モデルをCheck!

4

Part
Style check!
寒さやケガから身を守る
基本のスノースタイル！
転倒によるケガや寒さから身を守るには、
ゲレンデでの装備や身だしなみも重要なポイント！
ビシッときまったカッコいいスタイルは、
それだけでスキーやスノボが上手そうに見えるもの。
今年の冬は完璧な装備でゲレンデへ！
まずはスタイルチェックからはじめましょう！

ボクも
イケてるでしょ？

ファミスキの
ベテラン
パパママに
聞きました！

知恵や裏技を
教えてください！

ヘルメットは
最強の安全アイテム

子どももののスキー・スノボグッズは、
大型スポーツ量販
店などでも意外に品数が少なかったりするもの。とくに

③ゲレンデには何を持って行けばいい？
スキー装備
（ウェアや用具一式など）のほかに、ゲレンデ
に持って行くと便利なものをリストアップしてみました。

で購入するのがおすすめ！ 手頃でかわいいものが手
に入ります。
また、スキー場がある地域
のスポーツ量販店は、一見

□ 予備のグローブ（濡れた場合の予備として）

の価値あり！ 丈夫で滑り

□ 予備の下着・靴下（汗やおもらしに備えて）

にくいスノーブーツなど、

□ ミッドウェア（寒さ対策。フリースやセーターなど）
□ カイロ
□ リップクリーム

□ ハンカチ、
ティッシュ（多めに）
□ ビニール袋（濡れたものを入れる用）
□ 飲み物
□ ポケットに入るお菓子（アメやチョコなど）

リフトの支柱への衝突や人
との接触など、思いがけな
い 危 険 な 場 面 で、子ども
のやわらかい頭を守ってく
れるヘルメット。楽しいス
キー・スノボに欠かせない
必須アイテムです。

グローブやニット帽などの小物は、スキー場のショップ

□ リュック（両手はかならずあけておく）

□ 日焼け止め

保温にも、
おしゃれのアクセントにも

①子どものスノーグッズは、
スキー場のショップがラインナップ豊富！

日常的に便利に使われて

ファスナーは
首もとまで締める！

いる、雪国ならではの良品
が見つかります！

首まわりにすき間がある
と、風や雪が入りやすく、
体温を奪われます。ウェ
アのファスナーは首もとま
でしっかりと締めておきま
しょう。

②100円ショップには、
雪上で使えるものがたくさんあります！
③

□ 救急セット、
常備薬
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紫外線やケガを防ぐ
ゴーグル
スキー場の強烈な日差しか
ら目を守るだけでなく、転
倒によるけケガ防止の役割
も果たすゴーグル。激しい
動きをしても顔にフィットす
るので、吹雪でも視界を確
保することができます。

便利な防寒アイテム
ネックウォーマー
風や寒さから首もとを 守
るネックウォーマーは、１
枚持っていると便利！

エアちゃんの
雪遊びスタイル

雪の浸入を防ぐ
スパッツ
雪 の上を 転 げ 回 る キッ
ズにおすすめのアイテム。
パ ンツの 裾 から の 雪 の
浸入を防いでくれます。

ユウくんの

□ 運動靴やスノーブーツ（休憩時に履く用）

①アルミの保温シートは、休憩タイムの座布団にぴったり！
これがないと、水が浸みてパンツまでびっしょりに……。
②休憩や昼食時に、ブーツを脱いでくつろげるサンダルも
100円！ 軽いので、家族分リュックに忍ばせて行こう！
③雪をのせて走らせたいショベルカー。
「すみませーん、こ
こ、除雪お願いしま～す！」
④なんと、100円ソリも登場！ 一家に一台から、ひとり
一台の時代へ！
⑤⑥シャベルにバケツに型抜きに……、お砂場セットは雪
遊びでも使えます。

頭部をあたたかく守るニット帽は、
雪遊びの必須アイテム。ウェアや
グローブとコーディネートして、お
しゃれも楽しんじゃおう♪

①

②
④

⑥

スキースタイル

滑らずあたたかい
スノーブーツ
雪遊びをするときは、歩き
やすく滑りづらいスノーブー
ツがあると安心です。内側に
ボア素材が使われていると、
保温効果もあってgood！！

⑤
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ファミスキ応援委員会
特選おすすめゲレンデ

企画広告

車 で ファミスキ？
高速道路 が 断然お得になる
ド ラ 割「 ウ ィ ン タ ー パ ス 」を 要チェック !!

Case Study で学ぶ！

雪上デビューのちびちゃんがいる
とにかく滑りたい小学生がいる
雪のアトラクションで遊びまくりたいキッズがいる……
家族のカタチっていろいろ。
子ども年齢、滑走レベル、どんなふうに楽しみたいかによって
セレクトするファミスキゲレンデは変わります！
家族にフィットしたゲレンデで
ちょ〜楽しい冬にしちゃってね！

この冬、NEXCO 東日本が
首都圏発

高速
道路

湯沢・沼田・水上プラン

首都圏発

高速
道路

塩沢石打 IC

湯沢 IC

東日本各地のスノーリゾートへ行けるさまざまなプランを用意！
インターネットで事前申し込みをすると

平日昼間通常料金

合計

「発着エリアと目的地エリア」の１往復分の高速料金が定額になるという、

8,850 円が

車でファミスキ派にはうれしいサービス！

2,850 円
お得！

プラン利用で

NEXCO 東日本ホームページ「ドラぷら」を見逃すべからず！

6,000 円に！

練馬 IC
お得な利用例 2

猪苗代・磐梯プラン
川口 JCT

猪苗代磐梯高原 IC

今シーズン
新設！

12,010 円が

3,510 円
プラン利用で お得！

仙台発着
エリア

8,500 円に！

川口 JCT

北陸発着
エリア

INDEX

安比・八幡平プラン

平日昼間通常料金

合計

▶

会津若松 IC

雪遊び？

今シーズ
ン
新設！

（ETC 車・普通車・平日昼間利用）

グランデコスノーリゾートなどで
ファミスキを満喫
高速
道路

仙台を発着エリアに加え、パワーアップし

（ETC 車・普通車・平日昼間利用）

練馬 IC

上越国際スキー場、
岩原スキー場などの
湯沢方面でファミスキを満喫
高速
道路

高速道路をお得に利用できる「ウィンターパス」を販売！

お得な利用例 １

▶

家族のスタイルで選ぶ
ファミスキゲレンデ
！
滑る？

11月15 日 16:00
受付スタート！

新潟発着
エリア
猪苗代・磐梯プラン

白馬・志賀・
妙高プラン

湯沢・沼田・
水上プラン
那須・塩原プラン

P36 新潟県 岩原スキー場＆上越国際スキー場
Case Study 1

滑っても遊んでも満足する仕掛け

菅平・軽井沢
プラン

２大スポットのコラボ企画でハッピーファミスキ

併設の温泉または
温浴施設あり

またはまたは
または
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ご機嫌になっているうちにゲ

レンデに到着︒出発や休憩の

時 間 も 家 族 の ペ ー ス で OK︒

なにしろ騒いでも周囲に迷惑

ファミスキには︑
やっぱり車が一番

ファミスキの第１ハードル

※他プランの価格などは、裏表紙またはＨＰをご覧ください

をかけることがないのでノー

5,200円
4,800円

ストレス！

併設温浴施設

6,500円
6,000円

とも言えるのがゲレンデま

近隣に直営の
宿泊施設あり

安比・八幡平プラン
白馬・志賀・妙高プラン

で の﹁ 移 動 ﹂︒ 子 ど も た ち は

直営ホテル

スキー スキースクール
スクール
対象年齢
３歳〜

仙台発着
新潟発着

たっぷりゲレンデを楽しん

ママ安心の授乳
スペースあり

駐車場無料
※除外日あり

4,800円

移動時間に飽きたり︑寝たり︑

授乳スペース

駐車場
無料
平日

軽自動車等

だら︑帰りに観光地やアウト

雪上アトラクション
あり

託児所の
対象年齢

普通車
6,000円

レットに寄るもよし︵ママが

アトラクション

託児所
３歳〜

湯沢・沼田・水上プラン

ぐずったり︒しかも家族全員
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スノーボードスクール
対象年齢

リフト乗車無料の
対象年齢

首都圏発着

販売価格

のスキーやスノーボードの用

ボード
スクール
３歳〜

リフト
無料
未就学児

プラン名

いっぱい買い物しても大丈夫︶
︑

キッズパーク キッズパークの入場料
（子ども）
子ども／１日
1,000円

※透明になっているアイコンは「該当なし」

発着エリア

具に︑子どもたちの着替えに

ファミリーお役立ち！ ファミスキアイコンの見方

●販売価格（一例）

温泉で癒やされるのもよし︒

“気軽”に“身軽”にサクっと行ける富士山ゲレンデ

●申込方法／事前に NEXCO 東日本ホームページ「ドラぷら」または
「ドラぷらモバイル」から申し込み ＊携帯電話・スマートフォンにも対応

これは車移動だからこそのメ

日本一早いオープンのスキー場

お菓子に⁝⁝けっこうな大荷

Case Study 5

リット︒

P41 静岡県 フジヤマスノーリゾート イエティ

●利用期間／2018年12月7日（金）〜12月28日
（金）
2019年1月4日（金）〜4月8日（月）
●有効期間／連続する３日間 ＊日帰り・２日間での利用も可能

物になりますよね︒

関東初！ W認定「ウエルカムファミリーリゾート」

ファミスキの﹁移動﹂はやっ

ファミスキ特化だから超・快適！

こ の 冬︑ エ リ ア を 拡 大 し

＊発着エリアと目的地エリアの各インターチェンジ相互間１往復分の料金が定額

P40 群馬県 軽井沢スノーパーク
Case Study 4

●利用方法／対象車種は、ECT 搭載の普通車・軽自動車等

たドラ割﹁ウィンターパス﹂
︒

ホテルとゲレンデは徒歩10秒！

ぱり車が快適︒家からゲレン

Case Study 3

ふわふわスノーでキッズも大満喫！ お泊まりパウダーファミスキ

デまでダイレクトにアクセス

P39 長野県 白馬コルチナスキー場

車でファミスキするなら必見

アトラクション？

できるし︑子どもたちは車の

ホテル一体型スノーリゾートで100%全力満喫！

ですよ︒

首都圏発着
エリア

Case Study 2 「滑る」
「遊ぶ」
「泊まる」！

中 で 好 き な 音 楽 や DVD で

P38 長野県 タングラムスキーサーカス

Case Study 1 滑っても遊んでも満足する仕掛け

ファミスキ目線
サイコー！

4歳からの未就学児は「スポンジ・ボブ スノー
キャンプ」で楽しく遊びながら自然に上達でき
ちゃう魔法のレッスンへ！ 上国の常設ジュニア
レッスンは
「上達保証制度」付きだからパパママ
も安心
（はじめてのクラス対象）。

岩原&上国

新潟県

２大スポットのコラボ企画で
ハッピーファミスキ

じょうこく

いわっぱら

スッキーくんNAVI
キッズパラダイス、ソリランド、スポンジ・ボブ
スノーキャンプ、ジュニアレッスンというように、
子どもの年齢に合わせて雪を楽しめます！
名物イベントの参加もねらっちゃお！

デビューも上達もおまかせ！

キッズ＆ジュニアスクール
指導のプロによる情熱レッスン

赤ちゃん連れも安心

無料休憩所＆託児所
助かる〜！

スノーチュービング、スノー
ストラ イダー 、 雪 上 ア スレ
チック な ど……ど れ か ら 遊
ぶ？ ネットで仕切られてる
から安心して遊べます！ ふ
わふわはスキーデビュー未満
のキッズに大人気！

ソリレースは毎月１
回開催！

直営ホテル

併設温浴施設

※１ ソリランドは無料 ※２ 美奈・大沢・当間は全日無料

岩原スキー場の
詳細・お得情報はこちら→

ボード
スクール
３歳〜

アトラクション

授乳スペース 直営ホテル

併設温浴施設

雪遊びの原点、ソリ！ 種類豊富なソリが勢ぞろいだからいろんな
ソリで滑りまくっちゃおう！ 岩原のソリランドはなんとスカイツ
リーと同じ634mもの長さにパパママも大興奮！

スキー＆スノボデビュー前の小

授乳スペース

スキー
スクール
３歳〜

さなキッズたちが思う存分雪と遊

アトラクション

越後湯沢駅から無料送迎バスで

約10分

べ る﹁ キ ッ ズ パ ラ ダ イ ス ﹂
︒いろ

JR上越線

ボード
スクール
４歳〜

アクセス抜群の
２大人気スポットへ GO ！

関越自動車道 湯沢ICから約3km
スキー
スクール
４歳〜

んなソリに乗りまくってヘビロテ

駐車場
無料
全日

――

超ワイドな緩斜面のある岩原ス

託児所

必 至 の﹁ ソ リ ラ ン ド ﹂
︒そして子

JR上越線上越国際スキー場前駅から徒歩0分

2018年12月８日〜2019年4月７日予定

キー場と日本屈指のビッグゲレン

関越自動車道塩沢石打ICから約6ｋｍ

http://www.iwa-ppara.com

ソリランド

いろんなソリにトライ！

ども専用の﹁スポンジ・ボブスノー

２歳〜

025-787-3211

「普通じゃない！」が合言葉

デ︑上越国際スキー場︒アクセス

2018年12月８日〜2019年4月７日予定

駐車場
無料
平日※2

リフト
無料
〜２歳

キャンプ﹂で楽しく上達！ さら

託児所

025-782-1028

新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽731-79

キッズパーク
（子ども）
500 円

抜 群 の 湯 沢 エ リ ア の ２大 人 気 ス

https://www.jkokusai.co.jp/

新潟県南魚沼市樺野沢112-1

岩原スキー場

に上国にはゲレンデ直結ホテルが

リフト
無料
〜２歳

ポットが︑恒例の﹁岩原 ＆上国完

キッズパーク
（子ども）
500円 ※１

あるから︑遊び疲れても即ホテル

見逃すべからず

ゲレンデDATA

上越国際スキー場
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ファミリーイベント

岩原＆上国には恒例の名物イベントが目白押し！ 雪上運動会、ソ
リレース、上国のちびっこトライアスロンなど、豪華賞品ねらいで
イベントに合わせて来場する家族多し！ 日程はHPを要チェック！

ゲレンデDATA

上越国際スキー場の
詳細・お得情報はこちら→

「コレ、乗りたい〜！」
キッズパラダイスまで、
たいこもち号が 無 料
送迎！
（岩原）

豪華賞品GETの確率高し！

全コラボ﹂で︑この冬も﹁滑って

子どもの成長って早いから用
具はレンタルが楽チン！ トッ
プブランド、サロモンの最新
モデルなら上達速度もアップ
するはず！ セットレンタル利
用のキッズにはヘルメットを
無料で貸し出してくれます！

に戻れてとっても楽らく♪ これ

子どもにはいい用具を

楽しい﹂
﹁遊んで楽しい﹂
﹁うまく

最新モデルをレンタル

サロモンステーション

でファミスキ大成功︑間違いなし！

キッズパラダイス

いろんな遊具で遊び放題♪

なって楽しい﹂を完璧に演出して

ちびっこハッピーの
雪のゆうえんち！

くれます︒

岩原のキッズパラダイスにある
「キッパラハウス」はベ
ビーベッド、授乳コーナーもあり、赤ちゃんがいても
安心！ お菓子やおむつ、お尻拭きも売っててママ大
助かり！ 上国は託児所完備。
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白馬コルチナ
スキー場

長野県

ホテルとゲレンデは徒歩10秒！

ふわふわスノーでキッズも大満喫！
お泊まりパウダーファミスキ

天然雪100％
極上パウダ～
堪能♪

スッキーくんNAVI
誰もが楽しめる多彩なアクティビティ満載。未
就学児は雪ん子あそび隊、低学年は夜の探偵団。
高学年はスノーラフティング＆モビルランド！
じぃじ＆ばぁばは野尻湖テラスで決まりだね♪

大興奮が止まらない〜!!!
人気のスノーラフティン
スノーアトラクション
が充実しまくってる！
グや小型モビルを一人で
運転できるスノーモビル
ランド！ 家族全員大きな声
で楽しめる元祖 雪の遊園地

人気アイテム勢揃い

ホテル の 目 の 前 に
あるのが「コルチナ
ワ ン ダ ー ヴィレ ッ ジ
キッズパーク」。360度どこか
ら滑っても遊べる雪山や滑り台、ソリや
チュービングなどなど。遊び疲れてもホ
テルが近くだから安心。

ゲレンデの目の前にある
「ホテルグリーンプラザ白馬」。ホテルを
ベースにスキー＆スノーボードも雪遊びも目一杯楽しんじゃおう！

年 齢 問 わ ず 誰 も が 楽 し い！
お泊まりで遊び倒しちゃえ

家族の雪の休日を完璧に演出し

てくれるのが﹁滑る・遊ぶ・泊ま

る﹂を一つにしたホテル一体型ス

ノーリゾート︑タングラムスキー

サーカス︒ゲレンデ直結の﹁ホテ

１００％天然パウダー

ルタングラム﹂で全力お泊まりファ

ミスキ！

スノーだからはじめてキッズも上

達の速度倍増です︒人気のツリー

ランコースもこの冬拡大され︑滑

り派パパママは興奮ノンストップ！

ちびっこ大興奮のスノーモビル

タングラムスキーサーカス
長野県上水内郡信濃町古海3575-8
026-258-3511

上信越自動車道

信濃町ICまたは妙高高原ICか

キッズパーク
（子ども）
800 円

リフト
無料
――

託児所

駐車場
無料
全日

３カ月〜

冬の遊びで
子どもたちワクワク♪

雪ん子あそび隊＆
夜の探偵団
子どもの心を刺激して
豊かに成長

ら約10km
JR北陸新幹線飯山駅から路線バスで約45分、北

新メニュー続々登場で舌鼓

※スノーチュービング20分300円など有料アトラクションあり
※カード保障金500円対応あり

ランドやスノーラフティング︑そ

併設温浴施設

し て 絶 景 が 楽 し め る﹁ 野 尻 湖 ラ

直営ホテル

ウンジ﹂や雪見の温泉露天風呂な

授乳スペース

ゲレンデDATA

2018年12月15日〜2019年3月31日

腹ペコさんに

どは︑スキーをしないおじいちゃ

アトラクション

まだリフトに乗れないキッズや初心者のため
の屋根付きスノーエスカレーター完備の緩
斜面の練習エリア。安心＆楽チンだから思い
切り練習できるよ！

ん＆おばあちゃんも一緒に楽しめ

ボード
スクール
小学生〜

安心＆楽チンの緩斜面で練習！

http://www.tangram.jp

ボリュームランチ

スキー
スクール
5 歳〜

キッズ・初心者練習エリア

ちゃうから３世代ファミスキに絶

専任スタッフ常駐の託児施
設「キッズハウス」は３〜６
歳対象、１時間1000円。

屋根付きスノー
エスカレーター完備

対おすすめ！

全国屈指の極上パウダーで
キッズの上達間違いなし！

ふわふわ＆サラサラで転んでも

盛りだくさん！

濡れない極上の天然雪はキッズの

イベント

ゲレンデデビューにもってこい！
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家族で楽しめる！

メインゲレンデの２００m の幅

白馬コルチナスキー場の
詳細・お得情報はこちら→

16

コース

JR北陸新幹線長野駅から有料送迎バス（要予約）

広緩斜面を含めた多彩な

ICから約59km／北陸道 糸魚川ICから約41km

小さい子ども連れでも便利で快適！

は︑初級キッズからパパママまで

長野道 安曇野ICから約64km／上信越道 長野

ホテルから10秒でゲレンデへ

がご満悦︒ゲレンデはお城のよう

３歳〜

美味しいと評判のボリュー
ムランチ！ 限 定 10 食や
わ らかト ロト ロ 牛 タン シ
チュー（写真）は ゲレ食 の
域をはるかに超えたお味！

天然温泉、プールにジャ
ゲレンデと
グジー、ボルダリング
ホテルが直結！
とお楽しみがズラリ。
「滑・遊・泊」
ウェルカムベビー の
一体型リゾート
お部屋もあってファミ
楽しいのはゲレンデ
スキを徹底サポート
だけじゃない

ゲレンデ直結のホテル

な﹁ホテルグリーンプラザ白馬﹂

2018年12月15日〜2019年３月31日

駐車場
無料
平日

と直結！ どのコースを滑っても

託児所

ホテル前に合流する﹁つぼ型﹂だ

http://www.hgp.co.jp/cortina/ski/index.html

0570-097-489

から迷子の心配が少なくて︑ファ

リフト
無料
未就学児

ミスキも安心です！

キッズパーク
（子ども）
無料

ちびっこはホテル前のコルチナ

ワンダーヴィレッジキッズパーク

でいろんな雪遊びが楽しめます︒

経験豊かなスタッフによるキッズ

用スキーレッスンや家族で楽しめ

るイベントなどなど︑お泊まりで

ファミスキを楽しみ尽くすのがお

すすめです！

ゲレンデDATA

長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1

タングラム
スキーサーカス

ちびちゃんたちは安心の託児所＆キッズパークへ。
高学年のキッズは専用コースでスピードに乗って
チュービング！ どんな年代の子供のいるファミ
スキでもがっつり楽しめるよ！

安全に楽しく！

白馬コルチナスキー場

ホテル一体型スノーリゾートで
100%全力満喫！

寝るのも
もったいない～

スッキーくんNAVI

キッズパーク

「ホテルグリーンプラザ
白馬」３階にある「白
ホテル３階大浴場
馬コルチナ 美人の
白馬コルチナ
湯」は、北アルプス
美人の湯
山麓から湧き出る自
ママがうきうき♪
家 源 泉！ マ マの 美
人度もアップ♪

Case Study 2 「滑る」「遊ぶ」「泊まる」！

長野県

Case Study 3

陸新幹線長野駅から予約制有料バスで約１時間、
北しなの鉄道黒姫駅から路線バスで約30分

「クリスマスイベント」
「コル
チナ運動会」「雪上車体験」
など家族で楽しめる日程限
定のイベントがいっぱい！

ホテル内にある

託児施設キッズハウス
３〜６歳のキッズをお預かり

タングラムスキーサーカスの
詳細・お得情報はこちら→

スキー
スクール
４歳〜

ボード
スクール
４歳〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

雪遊び託児「雪ん子あそび隊」や
夜 の 雪 原 で 遊 ぶ「 夜 の 探 偵 団 」
など雪とのふれあいをサポート。
キッズパークはいろんな遊具が盛
りだくさん！
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フジヤマ スノーリゾート

イエティ

夜10時まで
やってるよ♪
スッキーくんNAVI

そろそろ雪遊びを卒 業したい子におすすめした
いのが３〜６歳を対象にしたスキー・スノーボード
無料体験教室「キッズプログラム
（※週末のみ）」。
真っ平らなところでフルレンタルで初滑りに挑戦！

とにかく近いから思い立ったらゲレン
デへ！ 東京・神奈川・静岡から直通の
ライナーバスも充実しています。
バス情報は公式HPをチェック！
おもちゃいっぱいの

関東初！ W認定
「ウエルカムファミリーリゾート」
こちら
はち
び

“気軽”に“身軽”にサクっと
行ける富士山ゲレンデ

Case Study 4 ファミスキ特化だから超・快適！

都心から約90分！
ノーマルタイヤOKの日が
ほとんど

「いいね」が
いっぱい♪

グ
ビン
ー
ュ
チ

スッキーくんNAVI
高学年なら、名物ジェットチュービングに挑戦！
コース内に隠されたキーワードを見つけてクイズ
に答えると景品がゲットできるよ♪
低学年なら、ちびチュービングで興奮体験！

超 エ キ サ イ ティ
ング な日 本 最 大 級
の軽井沢スノーパーク名物「ジェット
チュービング」！ 「ちびチュービン
グ」は小さな子どもでもOK！

アクセス楽らく〜

軽井沢
スノーパーク
群馬県

日本一早いオープンのスキー場

静岡県

Case Study 5

日本最大級の興奮！

ジェットチュービング
新ネームになりました！

ファミリーに
やさしいのが自慢

キッズルーム

靴が脱げてくつろげる♪

ウェルカムファミリー
認定！
関東初のスキー場＆
ホテルのW認定

疲れたり飽きちゃったときや悪天候のと
きは靴を脱いでくつろげるキッズルーム
へ。おもちゃもいっぱいでご機嫌に！

はじめてのファミスキも
おまかせの安心リゾート

90

％超のグッドコンディ

はじめて〜基礎固め〜
プライベートまで多彩

軽井沢スノーパークの
詳細・お得情報はこちら→

晴天率

キッズ向けスクール

ションと日本最大級の名物﹁ジェッ

子どもの体力・レベルに
合わせた

トチュービング﹂で熱い視線を浴

併設温浴施設

1441）

び続ける軽井沢スノーパーク︒こ

で約40分（要予約、前日17：00まで☎0279-84-

アトラクション

の冬︑ 年目を迎え︑サービスデー

直営ホテル

JR北陸新幹線 軽井沢駅から無料シャトルバス

や記念イベントがてんこ盛り！

授乳スペース

ボード
スクール
５歳〜

20

晴天率90％超！

キッズパーク
（子ども）
1500 円

リフト
無料
〜３歳

託児所

駐車場
無料
全日

2 歳〜

上信越道 碓井軽井沢ICから約30km
スキー
スクール
５歳〜

ここは関東初︑ミキハウス子育

2018年12月8日〜2019年4月7日

て総研からスキー場とオフィシャ

snowpark.html

ルホテルの W でウェルカムファミ

https://www.presidentresort.jp/hotels/

リーの認定を受けたスノーリゾー

0279-84-1227

ト！ ﹁快適・安心・お得﹂はファ

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16

ミスキの強い味方！ リーズナブ

軽井沢スノーパーク

ルなリフト券︑オールレンタル付

きの手ぶらプラン︑レストランファ
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ミリー優先席︑迷子リストバンド

フジヤマ スノーリゾート イエティの
詳細・お得情報はこちら→

やブランケット無料レンタルなど

ンあり）

お得も盛りだくさん♪

など︑ファミスキに徹底的にやさ

※首都圏から直通バス多数（レンタカープラ

20年目にちなんで家族でエン
ジョイ で きる 記 念イベ ントや
サービスデーが盛りだくさん。20
年目の 軽パ はお得がいっぱい！

ゲレンデDATA

子どもの体力やレベルに合わせたきめ細やかな指
導をモットーに多彩なレッスンを用意。
「デビュー
にはちょっと早い」という子ども
（３〜６歳）
は無料
体験教室
「キッズプログラム
（※週末のみ開催）
」で、
専属スタッフと専用エリアで滑る楽しさを体験！

御殿場ICから30分
JR御殿場線 御殿場駅からバスで約50分

祝・20周年！

記念イベント
盛りだくさん

しいサービスと施設に大感激！

分とい

90

好アクセスでストレスフリー
お得に楽ちんファミスキ

都心から車でわずか約

う好アクセスで︑日本一の富士山

がドカ〜ンと間近に迫るゲレンデ

に到着！ ショートアクセスはファ

ミスキの絶対的なアドバンテージ︒

パパママの負担激減です︒さらに

雪道ドライブが苦手でも︑東京・

――

www.yeti-resort.com

神奈川・静岡からのライナーバス

東名高速自動車道 裾野ICから20分、または

駐車場
無料
平日

055-998-0636

︵直通バス︶が充実してるので〝気

2018年10月19日〜2019年４月7日（※予定）

託児所

静岡県裾野市須山字藤原2428

軽〟にファミスキが実現するのです︒

リフト
無料
〜２歳

そしてイエティは手ぶらがおす

キッズパーク
（子ども）
無料

すめ！ ３歳から小学生限定の﹁レ

フジヤマ スノーリゾート イエティ

ンタル専用パスポート﹂が超お得！

ゲレンデDATA

なんと７０００円でシーズン中

のスキー・スノーボードのセット

のレンタルがフリーになるんです︒

さらにウェアレンタルが半額にな

るという太っ腹な特典付き！ 〝気

コレ、とってもお得です！

軽〟に〝身軽〟にリピートファミス

メルマガ会員専用の

ファミリーパック

キしちゃいましょう︒

メルマガ会員に登録すると、とってもお
得なファミリーパックが利用できます。近
くて何度も来たくなるから会員登録がお
すすめ！

行き届いたサービスと施設でベビーもキッズも
大歓迎でファミスキを応援！ 託児所はこの冬
リニューアルしてウェルカム！

スキー
スクール
４歳〜

ボード
スクール
５歳〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

山頂からの
景色に感動！

デビューにもおすすめ

驚異の晴天率90％超
だから、小さな子ど
もたち の デビューに
最適なコンディション。
快晴のときの浅間山
を望むグレイトビュー
は感動必至
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PRINCE
PRINCE
SNOW
SNOW
KIDSKIDS
& DESCENTE
& DESCENTE
PRESENTS
PRESENTS
COLLABORATION
COLLABORATION
LOGO
LOGO

プリンススノーリゾートは

2017.9.7
2017.9.7

子どもたちが 雪 を

「楽しく学ぶ」 を 全力 で 応援 !!

PRINCE SNOW KIDS & DESCENTE PRESENTS COLLABORATION LOGO

2017.9.7

2017.9.7

PRINCE

SNOW

KIDS &

DESCEN

ENTS
TE PRES

GO

ION LO

BORAT

COLLA

Supported by

Supported
Supported
by by

子どもの笑顔＆感動を引き出す会員サービス

PRINCE KIDS CLUB

r ted by

スキーやスノーボード、雪遊びが子どもたちに与えてくれるのは

Suppo

たくさんの「感動」や「学び」。

プリンスキッズクラブに入会すると、

パパ、ママ！

会員限定の体験プログラムや素敵で

雪体験

お得なサービスが受けられるよ！

プリンススノーリゾートの PRINCE SNOW KIDS です！
Supported by

会員の証、プリンス
キッズクラブカード
は４色から選べます。
カードケースもプレゼ
ント！

特別料金でサービスや特典が利用できます。

うれしいこと♪

をさせなきゃもったいないですよ！

そんな家族を全力で応援してくれるのが

１＊お得なサービスや特典満載！

３つの

成長期の子どもたちに

２＊大切な記念日をプロデュース！

ed by
Support

お誕生日には、子どもの食事やケーキをプレ

そんな子どもたちの雪山体験を

している﹁プリンススノーキッズ﹂

全力で応援してくれるのがすべて

雪山は子どもの成長期に与えて

です︒これは︑小学生の子どもリ

のプリンススノーリゾートで実施

あげたい刺激や感動︑学びがたく

フト料金がいつでも無料になる

子どもの笑顔は
家族の笑顔！

日常生活

妙高 杉ノ原スキー場（新潟県）
コースの約 80％が初級・中級向けの
優しいゲレンデはデビューに最適！

さんつまった宝の山！

https://www.princehotels.co.jp/ski/kids/

サラサラのパウダースノーだから子
どもたちの上達スピードがアップ！

﹁キッズフリープログラム﹂と体

PRINCE SNOW KIDSの詳細は

志賀高原 焼額山スキー場（長野県）

ではけっして味わうことができな
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Supported by

験プログラムの優待や記念日プレ

万座温泉スキー場（群馬県）
標高 2,000mの上質なパウダース
ノーと星空に近い白濁した温泉が
自慢

ゼントなどの特典が満載！

晴天率約 90％！ 東京から新幹
線で約１時間の抜群のアクセス！

い貴重で素敵な体験をすることが

日本最長のドラゴンドラに乗って
アクティビティ充実の苗場とかぐ
ら（田代エリア）の眺望を満喫

場で体験プログラムの優待、記念日のプレ

ゼントなどの特典付きの会員サー

Mt.Naeba（新潟県）

（苗場スキー場・かぐらスキー場）

軽井沢プリンスホテルスキー場（長野県）

プリンスホテルズ＆リゾーツのホテルやスキー

ted by

できます︒

■
■■
■ ■
■ ■

Suppor

ビス﹁プリンスキッズクラブ﹂と

■

「Shizukuishi スノーランド」や
「Ninja のアスレチック」などア
クティビティ充実

PRINCE KIDS CLUB

ロープウェーで山頂にアクセス
し、5.5km の 初 心 者 コ ー ス が 楽
しめる！

空から降ってくる真っ白な雪の

雫石スキー場（岩手県）

六日町 八海山スキー場（新潟県）

お得で楽しい子どもの雪体験は︑

「パンダルマン キッズスクール」
で楽しくゲレンデデビューを

そのほかにもいろいろサービスあり！

いう２つのプログラムの総称です︒

リゾートは全スキー場でいつでも無料！

感触︒壮大な山並み︒滑る︑転ぶ︑

なるプログラムです。全国のプリンススノー

雪山以上に五

■

Supported by

小学生以下の子どものリフト料金が無料に

挑戦する︑笑う！

Supported by
Supported by

Prince Snow Resorts MAP
富良野スキー場（北海道）

キッズフリープログラム

rted by

Suppo

家族にとってもスペシャルなサー

を開催します。

お誕生日月に食事・飲み
物・ケーキのプレゼント
「キッズアニバーサリー
プレゼント」

感を豊かに刺激してくれる場所は

この冬も、ワクワクするようなキャンペーン

ビスと言えるでしょう！

３＊その他のお楽しみ！

ないかもしれません︒

各スキー場の「キッズ体
験プログラム」が会員限
定で利用できちゃう

ゼントしてもらえます。

狭山スキー場（埼玉県）

Supported
by
東 京・ 池 袋 か ら 電 車 で 約 40 分。 Supported
西武プリンスドームの隣にある室
内スキー場

by
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ーセ

長野県

わくわくがつまったエンターテインメントリゾート

イン

スノートレ

アクセス抜群の都会派ゲレンデ

かまく
ら
わくわくファミリーランド
わくわくどきどきの
アトラクションいっぱい！
ふわふわ、カルーセル、わんぱくジ
ム、チュービング、ソリ。ちびっこ
大興奮のアトラクションがいっぱ
い。パパママも一緒に楽しめます

エンターテインメントリゾー
ト！

レストランや癒やしス

ポット、アクティビティがギッ
シリで家族全員、ハイテンショ
ンに！

45

パンダルマンキッズスクール
室内で遊びながら学べる !
子どもたちの不安要素を取り除き、室内
のマットからスタートする独自の子ども
専用スクール。先生は幼児体育のスペ
シャリストだから安心。室内を卒業した
らゲレンデデビュー。工夫をこらした専
用コースで安全に上達に導いてくれま
す！

車 関越自動車道 月夜野 IC か
ら国道17号線で33km（平
常時約50分）
、湯沢 IC から
国道17号線で21km（平常
時約30分）
電 上越新幹線 越後湯沢駅東
口から「かぐら・苗場急行
バス」で平常時約45分
苗場スキー場の
詳細・お得情報
はこちら→

SAJ の指導要領に基づき、楽しみながらレッスン

４歳〜

岡部哲也スキースクールがバージョンアップ

● LION SNOWBOARD SCHOOL（kirarakamp.jp/lss/）
５歳〜 元スノーボード日本代表・橋本通代のキッズ＆フリースタイ
ルスノーボード専門スクール

●ゲレンデDATA
キッズパーク
（子ども）
1,300 円

リフト
無料
〜小学生

託児所

駐車場
無料
平日

――
スキー
スクール
３歳〜

授乳スペース

ボード
スクール
5 歳〜

直営ホテル

住
☎
HP
営
車
電

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
0267-42-5588
www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/
2018年11月3日〜2019年3月31日
上信越自動車道碓氷軽井沢 IC から約13㎞、約14分
JR 北陸新幹線 軽井沢駅からタクシーで約1分、
徒歩約10分

アトラクション

併設温浴施設

←軽井沢プリンスホテルスキー場の
詳細・お得情報はこちら

44

ターネットからリフト券を購入で

場プリンスホテルは、まさに

４歳〜

● RITMO Snow Academy（www.neve.jp）

東 京 か ら 新 幹 線 な ら 約 １時 間

営 2018年12月8日〜2019年3
月31日

人工マットゲレンデで安全安心の独自レッスン

きる便利なシステム︒

ゲレンデから徒歩０分の苗

住 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202
☎ 025-789-4117
HP www.princehotels.co.jp/
ski/naeba/

３歳〜９歳

●軽井沢スキー学校（www.saj-karuizawa.com）

であっという間にゲレンデに到

しかけが満載です！

注目！

※苗場プリンスホテル宿泊者は全日無料

キッズはスノーマンパークで雪

や上達する喜びを感じられる

●パンダルマンキッズスクール（www.pandaruman.com）

14

分で

併設温浴施設

45

着︒車でもインターから約

直営ホテル

にふれあう楽しさを︑小学生はパ

ファミ
ちゃ
ん

子どもたちが雪で遊ぶ楽しさ

％を誇るゲレンデ

授乳スペース

「パンダルマンキッズスクール」
。

す︒晴天率約

アトラクション

ランチはボリューミーなメ
ニューがそろうレストランア
ゼリアへ。名物のギガトンプ
レートは見てびっくり食べて
大満足のボリューム

トロールやリフト券販売などのお

ボード
スクール
5 歳〜

90

周年を

スキー
スクール
３歳〜

レストランアゼリア
家族でシェアできる
ど迫力のギガトンプレート！

今年

日程：毎週土曜日ほか、全23回開催
※花火観戦雪上車が運行。ホテルをバックに上から花火が
眺められる

独自教材のレッスンプログラムで人気
の「パンダルマンキッズスクール」をは
じめ、スキースクール２校、スノーボー
ドスクール１校とハイレベルのスクー
ルで子どもたちの上達をサポート！

はいつでも快適！

６カ月

ゲレンデ打上花火

ハイレベルのスクール
３歳からの幼児専門スクールか
ら上達を目指すキッズまで！

仕事が体験できる﹁スキー場のお

ドで子どもたちを上達に導く

駐車場
無料
平日※

チュービングやソリ、スノーマンのふ
わふわがあるパークには、ムービング
ベルトも完備されてちびっこの移動も
楽ちんです！

コースの約半分が初級コー
ス！ 中でもファミリーコー
スは平均斜度11度で滑走距
離600m。山頂からのファミ
リークルージングにおすすめ

迎えてイベントも盛りだくさん！

モービルランド」
、独自のメソッ

託児所

スノーマンパーク
ホテル前のちびっこ天国

ファミリーコース
家族で山頂から
ロングクルージング！

仕事体験﹂にトライしてみるのも

リーランド」や「カッパスノー

リフト
無料
〜小学生

日程：1/20（日）
、2/17（日）
、3/17（日）
トナッキーとじゃんけんをして素敵な商品をゲット
※小学生先着100名

しかも新しく導入されたゲート

づかみする「わくわくファミ

日程：1/6( 日 )、2/3( 日 )、3/3( 日 )
時間：11:00〜 定員：50名 場所：３号館ゲレンデ前
参加費：無料

キッズパーク
（子ども）
1,000 円

トナッキーとじゃんけん大会

おすすめ︒きっといろいろな発見

子どもたちのハートをわし

キッズチャレンジレース

●ゲレンデDATA

注目！

システムはリフト券︵キーカード︶

スノーリゾート、苗場スキー場。

日程：1/1( 元日 )、1/20( 日 )、2/17( 日 )、3/17( 日 )
時間：11:00〜12:00 場所：イベントひろば
参加費：200円

日程：12/24（月・振休）
サンタさんとじゃんけんをしてクリスマスプレゼン
トをゲット ※小学生先着100名

があるはず！

とつながるビッグスケールの

雪上こども宝さがし

サンタさんとじゃんけん大会

を持ち帰れば︑２回目以降はイン

ゴンドラ」でかぐらスキー場

お すすめ イベント

日本最長のゴンドラ「ドラ

レストランやカフェがいっぱい
〜！ バーや居酒屋、子どもたち
が落書きしたり塗り絵ができるパ
ンダルマンアートカフェも♪ ど
こに入ろうか迷っちゃう！ 館内
には、温泉、託児室、キッズルー
ム、卓球、マッサージやセラピーな
ど、夢がいっぱいつまったエンター
テインメントリゾートホテル

お すすめ イベント

苗場プリンスホテル
ホテルからゲレンデまで
家族に優しい徒歩０分！

ファミ
ちゃ
ん

45

周年！

苗場スキー場

今年

新潟県

スキー場

ル

軽井沢プリンスホテル

カル

安心 ＆楽しい

ココを選べ
ば
ファミスキ
成功率

120％

ファミリー

ゲレンデ ガイド

2018/19

家族に優しいゲレンデ、遊具いっぱいのキッズパーク、
大興奮のアトラクション、ファミリーサポート施設など
ファミスキ応援委員会が、自信たっぷりにおすすめする
高速道路別・安心＆楽しいファミリーゲレンデガイドです。
連動ウェブサイト「ファミスキ .jp」もチェックしてね♪

8

18
20
21

17
19

6
9
7
10
3 5
11
4

1

2

ファミリーお役立ち！
ファミスキ アイコンの見方
※色が薄くなっているアイコンは該当なし

14
13
12

キッズパーク
（子ども）
1,000円

15
16

キッズパーク入場料
※子ども１日

東北道
1 ハンターマウンテン塩原
2 マウントジーンズ那須
中央道
12 白樺リゾート 池の平スノーパーク 59
関越道
13 シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 60 3 たんばらスキーパーク
14 小海リエックス・スキーバレー
15 サンメドウズ清里スキー場
16 ふじてんスノーリゾート
63

18 ひるがの高原スキー場
64

20 高鷲スノーパーク
21 ダイナランド

47

65

62

4 丸沼高原スキー場

65

64

48
49
50

53

54

上信越道
8 赤倉温泉スキー場

55

9 野沢温泉スキー場

56

託児所の対象年齢

ボード
スクール

52

３歳〜

アトラクション

授乳スペース

10 斑尾高原スキー場
11 アサマ2000パーク

駐車場
無料
平日

３歳〜

直営ホテル

57
58

駐車場無料対象日
※除外日あり

スキー スキースクール
スクール
対象年齢
３歳〜

51

6 GALA 湯沢スキー場

リフト乗車無料の
対象年齢

託児所

5 ホワイトワールド尾瀬岩鞍
7 湯沢高原スキー場

東海北陸道
17 ホワイトピアたかす
19 鷲ヶ岳スキー場

61

60

リフト
無料
未就学児

併設温浴施設

スノーボード
スクール対象年齢

雪上アトラクション
あり

ママ安心の
授乳スペースあり

近隣に直営の
宿泊施設あり

併設の温泉または
温浴施設あり

那須高原スマート IC 〜約15km

●ゲレンデDATA

マウントジーンズ那須

キッズパーク
（子ども）
1,200円

リフト
無料
未就学児

託児所

駐車場
無料
平日

――
スキー
スクール

ボード
スクール

スキー
スクール

5 歳〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

ゴンドラ１本／リフト4本

ゴンドラ１本／リフト６本

コース12本

コース12本

最長滑走距離2,000m

最長滑走距離3,000m
初級
30％

栃木県那須郡那須町大字大島
0287-77-2300
www.mtjenas.com
2018年12月22日〜
2019年3月24日

マウントジーンズ那須
の詳細・お得情報は
こちら

住 栃木県那須塩原市湯本塩原
字前黒
☎ 0287-32-4580
HP www.hunter.co.jp
営 2018年12月1日〜
2019年4月14日
車 東北道 西那須野塩原 IC
から約29km
電 JR 東北新幹線 那須塩原駅
からシャトルバス約70分
（要予約）
※駅は変更になる場合もあるので、Web
でご確認ください

「また行きたい！」
首都圏最大級のキッズパーク

ハンターマウンテン塩原
の詳細・お得情報は
こちら

イチオシ！

首都圏最大級を誇るキッズ
パークが楽しすぎる〜
迫力お墨付き！
家族で楽しめる
スノーラフティング
スノーモービルに猛ス
ピードで引っ張られる
迫力満点のスノーラフ
ティングは大人も子ど
もも大興奮！ 一度乗っ
たらもうやみつき！

すめ
おす

キッズ
施設

小さな子ども連れに
優しいファミリーハウス
屋内で遊べるわんぱくルー
ムや休憩所があるキッズ
パーク内にあるファミリー
ハウスは小さな子どもを連
れたファミリーのお助けス
ポットです！
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首都圏最大級のキッズパークの

あるハンターマウンテン塩原は︑

都心から車で約１５０分︑東北新

幹線なら那須塩原駅から無料シャ

トルバスで約１時間の好アクセス︒

スキー場ポータルサイトで﹁また

行きたいスキー場﹂ランキング２

年連続第１位を獲得した大人気の

スノーリゾートです！

充実のアトラクションがズラリ

と 揃 っ た キ ッ ズ パ ー ク︑ プ ラ ス

アトラン
ショ

雪遊びからハンドル付き
のソリやチュービング、
ストライダーにふわふわ
遊具！ 広〜いエリアで
いろんなアトラクション
が遊びまくれちゃう！

チックスキーで滑れるハンタマ広

すめ
おす ク

場︑滑れるようになった子どもた

おすすめのスウィーツは
ベースロッジの２階にあ
る世界中で人気のサー
ティワンアイスクリーム
と種類豊富なマリオンク
レープ。甘いおやつで元
気をチャージ！

スキースクールは３歳か
ら、ボードスクールは５
歳から入校できます。ゲ
レンデデビューから上級
キッズまで充実のレッス
ンを展開中。

ちがポールやアーチの遊具で自然

スイーツは
キッズとママの
味方です♡

キッ め
スクーズ
ル

にうまくなれるファミリーパーク

家族全員満足の
幅が広くて
安心の緩斜面コース

おす
す

キッズ＆ジュニアは
レッスン中の
リフト無料！

とレベル別にエリアが分かれてい

土日祝、年末年始はスノーラフティングで！

スキーデビュー前の子どもがプラスチッ
クスキーで練習できる「ハンタマ広場」。
滑れるようになったら「ファミリーパー
ク」でポールやアーチで楽しく練習！

ます︒レンタルにはボーゲンヘル

コツ ！

の

子どものレベルアップに応じて
最適エリアを用意！

パーなどの補助具もあり︑ファミ

年齢別

楽しみ方

コツ ！

の

スキ偏差値︑好ポイント！

か

らの
アドバ
イス

No.1ペアリフトに乗っ
てアクセスするリヴァー
ランズロードは、550m
の幅が広い緩斜面コース。
家族全員で滑るのには
もってこいです！

スイー

12月23日〜24日は「クリ
スマスinマウントジーン
ズ!!」。全身サンタの衣装な
らリフト無料になるという
クリスマスプレゼント！

初級
30％

年齢別

ス
コー

すめ
おす ツ

49

楽しみ方

ス マ ー ト IC を 利 用 す れ ば︑

山道の少ない楽らくドライブで首

都圏から車で約２時間というマウ

ントジーンズ那須︒

充実のキッズ施設で人気のゲレ

あちこちに出現す

ン デ に は こ の 冬﹁ ト リ ッ ク ア ー

ト﹂が出現！

るわくわくのおもしろスポットは

SNS 映え間違いなし♡

今シーズン新しくスノーボード

メ ー カ ー MOSS プ ロ デ ュ ー ス

の﹁MOSS パーク﹂が登場！

キッズもパパも楽しめます︒

アルパカに会える恒例の出張ど

うぶつ王国やキッズ宝探し大会︑

サンタのコスプレでリフト無料に

なるクリスマス in マウントジー

ンズなどファミリーで楽しめるイ

ベント盛りだくさん！

すめ
おす

サンタに変身して
お得なクリスマスに♪

中級
40％

イス

真っ赤なボートで雪上を疾走〜！ ちょっと大きく
なった子どもたちなら、まるで遊園地の乗り物みた
いにスリリングなスノーラフティングがおすすめ！

ソリ遊びにふわふわ遊具！
ちびっこの雪体験はココで

ン
イベ

上級
30％

の

から

ハンターマウンテン塩原

コースレベル

中級
50％

電 JR 東北新幹線 那須塩原駅
から無料シャトルバスで約
65分

アドバ

西那須野塩原 IC 〜約29km

ボード
スクール

３歳〜

車 東北道 那須高原 SA スマート
IC から約15km ／那須 IC
から約25km

すめ
おす ト

託児所

駐車場
無料
平日

アトラクション

住
☎
HP
営

イチオシ！

リフト
無料
未就学児

5 歳〜

上級
20％

ベースロッジのすぐ
近くにあるキッズ
パークは、エリア内
に無料休憩所がある
から便利＆安心です。
スノーエスカレー
ターも完備でソリ遊
び、何度でも！

キッズパーク
（子ども）
1,200円

4 歳〜

コースレベル

トリックアートも出現！
家族のわくわく盛りだくさん

東北道

●ゲレンデDATA

栃木県

栃木県

東北道

沼田 IC 〜約37km

丸沼高原スキー場

キッズパーク
（子ども）
700 円

リフト
無料
未就学児※

託児所

駐車場
無料
平日

――
スキー
スクール

スキー
スクール
３歳〜

4 歳〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

中級
50％

初級
30％

☎ 0278-58-2211
HP www.marunuma.jp
営 2018年11月23日〜
2019年5月6日
車 関越道 沼田 IC から約37km
電 JR 上越線 沼田駅から鎌田
までバスで約50分→タクシー
で約25分

丸沼高原スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

群馬県沼田市玉原高原
0278-23-9311
www.tambara.co.jp
2018年11月23日〜
2019年5月6日

車 関越道 沼田 IC から約19km
電 JR 上越新幹線 上毛高原駅
から無料予約制送迎バスで約
60分

約２時間で到着する！
さらさらパウダーゲレンデ

たんばらスキーパーク
の詳細・お得情報は
こちら

スノーエスカレーター完
備のキッズパーク「たん
ばランド」。豊富なソリ、
スノーストライダーや
チュービング！ 雪玉ス
トラックアウトもあるよ。

イチオシ！

３歳未満は無料！
雪遊び・ソリ専用エリア
元日本代表の
校長先生率いる
スクールで上達！
きめ細かなレッスンに
定評のある「たんばら
スキースクール」の土
井俊幸校長先生は、元
日本代表の実力者！
キッズも小学生もレン
タル付きのセットプラ
ンがお得です。

すめ
おす

キッズ
施設

休憩は遊具完備の
キッズスペースで
リゾートセンター内にある
「 キ ッ ズ コ ー ナ ー 」は ブ ー ツ
を脱いでくつろげるスポット。
おもちゃも子ども用トイレも
あるから安心！
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首都圏から約２時間の好アクセ

スがファミリースキーヤーに人気

のたんばらスキーパーク︒さらさ

らのパウダースノーに恵まれ︑

月末からゴールデンウィークまで

の超ロングシーズンが楽しめるの

も︑スキー＆スノーボード好きの

パパママから熱い視線を浴びる理

由です！

キッズパーク﹁たんばランド﹂

は︑ふわふわ遊具や豊富なソリ︑

たくさん遊んで滑ったあとは、セン
ターステーション2階の「座禅温泉」
へ。明るく広々した浴場でリフレッ
シュ！ 入浴料大人700円、小学生
400円。

スノーストライダー︑チュービン

ゲレンデ隣接！
日帰り温泉で
のんびりフレッシュ

グなどが楽しめ︑小さな子どもた

ゲレンデベースから第１
リフトに乗れば、平均斜
度５度の超緩斜面ファミ
リーコース。止まれるよ
うになったキッズの練習
にGOOD！

キッズル
スクー

11

おす
す

コー め
ス

平均斜度５度の
超緩斜面は
デビューにおすすめ

すめ
おす

ちから小学生までが安心して遊べ

ロープウェイで一気に山
頂へ上がると、約４km
のロングクルージングが
可能！ 初中級向けコース
が延びているので、子ど
もも安心です。

ます︒３歳未満無料も高ポイント︒

標高2,000m から
全長４km の
爽快クルージング！

デビューに最適な超緩斜面コー

キッズもジュニアもフルセットレンタル
がお得！ ヘルメット、パッド、ボーゲ
ンヘルパー、コーチングベルトなどのお
助けグッズも揃っています！

スをはじめ８割が初中級斜面︒極

冬休み（12/29〜1/3）と春休み（3/25〜
3/31）は、大人１日券１枚購入時に小学
生１日券２枚をプレゼントするキャン
ペーンを実施。お得に滑りまくろう！

コツ ！

ヘルメットから補助具まで
レンタルで安心＆お得！

年齢別

の

冬休み＆春休み期間は
小学生無料キャンペーンを実施！

上粉雪は転んでも痛くないし︑上

達をサポートしてくれます︒

か

らの
アドバ
イス

楽しみ方
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初級
35％

コツ ！

ス
コー

の

センターステーション2階には、
ブーツを脱いで遊べる無料のキッ
ズスペースを完備。ちびっ子連れ
のファミリーにうれしい施設です。

住
☎
HP
営

中級
45％

年齢別

すめ
おす

楽しみ方

豊富な積雪量と雪質の良さに定

評があり︑５月までのロングシー

ズンが楽しめる丸沼高原︒安定し

て滑れる子なら︑日光白根山ロー

プウェイで一気に山頂へ上がるの

がおすすめです︒雄大な景色を堪

能したら︑最長4㎞のロングラン

をたっぷり楽しみましょう！

山麓にはキッズパークやキッズ

用休憩所が完備されているほか︑

ファミリー向けのお得なサービス

も盛りだくさん︒未就学児は家族

同乗に限り全日リフト料金が無料

なうえ︑特定期間には︑大人１日

券を購入時に小学生１日券２枚を

プレゼントするキャンペーンを実

施︒通常期は︑公式サイト限定で︑

最大７千円もお得になるファミ

リーパックも販売されています︒

ブーツを脱いで遊べる
無料キッズスペース

上級
20％

イス

施設

施設

コース8本

の

から

すめ
おす
おす
すめ

リフト６本

コースレベル

住 群馬県利根郡片品村東小川
4658-58

アドバ

たんばらスキーパーク

最長滑走距離2,550m

コースレベル
上級
20％

沼田 IC 〜約19km

ボード
スクール

アトラクション

最長滑走距離4,000m

スノーエスカレーター完備
思う存分楽らくソリ遊び !!

託児所

駐車場
無料
平日

――

ボード
スクール

コース13本

イチオシ！

リフト
無料
〜3 歳

６歳〜

ロープウェイ1本／リフト8本

ゲレンデベースにあ
るキッズパークには
スノーエスカレー
ターを完備。ソリな
どの遊具も常備され
ているので手ぶらで
OK！

キッズパーク
（子ども）
1,200円

５歳〜

※家族同乗に限る

お得なリフト券で
パウダーロングランを満喫！

関越道

●ゲレンデDATA

●ゲレンデDATA

群馬県

群馬県

関越道

湯沢 IC 〜約3km

●ゲレンデDATA

GALA 湯沢スキー場

キッズパーク
（子ども）
無料

リフト
無料
未就学児

託児所

駐車場
無料
全日

2 歳〜
スキー
スクール

ボード
スクール

スキー
スクール

小学生〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

ゴンドラ１本／リフト9本

ゴンドラ１本／リフト11本

コース17本

コース18本

最長滑走距離2,500m

最長滑走距離3,200m
初級
35％

上級
30％

住 新潟県南魚沼郡湯沢町大字
湯沢字茅平1039-2

住 群馬県利根郡片品村土出
2609

☎ 025-785-6543
HP https://gala.co.jp
営 2018年12月15日〜
2019年５月６日

☎ 0278-58-7777
HP www.oze-iwakura.co.jp
営 2018年12月15日〜
2019年４月７日（予定）

車 関越道 湯沢 IC から約3km
電 JR 上越新幹線 ガーラ湯沢駅
と直結。徒歩0分

車 関越道 沼田 IC から約32km
電 JR 上越線新幹線 上毛高原駅
から直通シャトルバス約80分、
JR 上越線 沼田駅から直通
シャトルバス50分

デビューを全力応援する
関東最大級のビッグゲレンデ

ホワイトワールド尾瀬岩鞍
の詳細・お得情報は
こちら

イチオシ！

関東初の特許取得レッスン
怖くない、寒くない！
すめ
おす

キッズ
ク
パー

雪遊びもチュービングも
楽しめる「ロックン広場」
雪遊びやソリ遊び、チュービ
ングが楽しめるキッズ専用ゲ
レンデ「ロックン広場」。ス
ノーエスカレーター完備で疲
れ知らず！
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関東最大級のビッグゲレンデ︑

ホワイトワールド尾瀬岩鞍は高い

コースで滑り

18

標高が生む魅惑のパウダースノー

ゲレンデ︒多彩な

人工マットのコースとオ
リジナルスキー教材を
使って室内からレッスン
スタート。寒くない、怖
くない楽しいロックン
キッズスクールは３歳か
ら受講可能です！

派家族が大満足！

生まれてはじめてのスキーを全

力サポートしてくれるのが︑ロッ

クンキッズスクール︒﹁怖い﹂﹁寒

い﹂を完全に取り除き︑室内の人

遊ん

スキーセンターの３階には
「 S P A ガ ー ラ の 湯 」。 温 泉 、
フィットネスプール、露天
ジャグジーなど家族で楽しめ
る充実の施設です。スキーの
あとはマストゴーですね。

贅沢な岩鞍リゾート
ホテルと気軽でリー
ズナブルな岩鞍ハウ
ス。ゲレンデまで０
分で快適＆便利！
目的に合わせてセレ
クトできるのがうれ
しいね♪

工マットでレッスン開始！

SPA ガーラの湯は
幼児・未就学児無料！
プールもあるよ

ゲレンデ内の
２つのホテルで
お泊りファミスキ

でいるうちに滑れるようになる特

施

許取得のマジックレッスン︒滑れ

すめ
おす
設

宿泊

るようになったら屋外の専用雪上

WEBから無料のファミ
リー会員に登録すると、
リフト券とレンタルの大
幅割引が受けられちゃい
ます！ これはお得！

情報

エリアへ︒インストラクターは幼

ゴンドラで山頂駅に着い
たら目の前に広がるの
がゆきあそびパーク。よ
ちよちの子でも移動が楽。
ダイナミックなパノラマ
が広がり刺激的！

おす
すめ

お得

児体育指導員の資格を持っている

リフト券とレンタル
が大幅割引になる！
ファミリー会員

からまかせて安心です！

ゴンドラ山頂駅の
目の前に
雪遊び＆ソリエリア

WEB か ら 無 料 の フ ァ ミ リ ー

カフェラウンジモンブラン内の「キッズ
カフェ」は靴を脱いでおもちゃで遊べる
スペースがあり、キッズメニューも豊富
です。ママもゆったりランチ♪

会員に登録するとリフト券＆レン

小さな子どもたちがはじめての雪とふれ
あうときにおすすめなのがソリ遊び。今
季、新しくスノーエスカレーターが登場、
チビちゃんたちの移動が疲れ知らずに！

コツ ！

子ども連れのランチタイムも
気を遣わずにゆったり

年齢別

この冬ゆきあそびパークに
スノーエスカレーター登場！

タルが大幅割引になります！

か

らの
アドバ
イス

の

12月 〜 ４ 月 の 第 ３ 日曜日 は「 ス
キ ー 子供 の 日 」。小学生 は 場内 の
ゴ ン ド ラ・リ フ ト １ 日券 が 無料！
ママのお財布もうれしい。実施日は
12/16、1/20、2/17、3/17、4/21。

初級
30％

楽しみ方

「スキー子供の日」を
ねらってお得にエンジョイ

中級
40％

コツ ！

おす
す

施
温泉

の

すめ
おす
設
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コースレベル
中級
45％

年齢別

キッズ
ク
パー

人気のスポンジ・ボブが
デビューを応援してくれる！

イベ め
ント

ボード
スクール

３歳〜

イス

楽しみ方

すめ
おす

から

アドバ

沼田 IC 〜約32km

ホワイトワールド尾瀬岩鞍

の

新幹線の駅とスキーセンターが

直結した世界で唯一のスキー場︑

ママはハイヒール

ＧＡＬＡ湯沢︒東京駅から最速約

分で到着！

でもノープロブレム︒クオリティ

の高いレンタルが充実しているか

イチオシ！

ス ポ ン ジ・ボ ブ の
ゼッケンを着ければ
勇気100倍！ キッズ
専門の先生たちが楽
しく安全に教えてく
れ る「 ス ポ ン ジ・ボ
ブ スノーキャンプ」

託児所

駐車場
無料
平日

アトラクション

GALA湯沢スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

ら手ぶらで OK です︒

ゴンドラに乗り込み︑湯沢町の

街並みと大パノラマに大興奮する

約８分間の空中散歩で山頂駅に到

着︒駅舎前に広がるのは子どもた

ち大喜びのゆきあそびパーク！

この冬︑スノーエスカレーターが

％が初中級コース

標高が高

たっぷ

新設され︑移動も楽チンに︒滑れ

るキッズは約

の ゲ レ ン デ へ GO ！

いので雪質はバッチリ！

り遊んだら﹁SPA ガーラの湯﹂

の温水プールも楽しめちゃう︒

80

リフト
無料
未就学児

4 歳〜

上級
20％

75

キッズパーク
（子ども）
1,000円

4 歳〜

コースレベル

新幹線で最速約75分！
駅直結で楽々ファミスキ

関越道

●ゲレンデDATA

群馬県

新潟県

関越道

妙高高原 IC 〜約6km

●ゲレンデDATA

赤倉温泉スキー場

キッズパーク
（子ども）
無料

リフト
無料
未就学児

託児所

駐車場
無料
全日

――
スキー
スクール

スキー
スクール
アトラクション

4 歳〜

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

授乳スペース

中級
40％

新潟県妙高市赤倉温泉
0255-87-2125
akakura-ski.com
2018年12月８日〜
2019年４月７日
妙高高原 IC から

赤倉温泉スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

併設温浴施設

コースレベル
上級
30％

中級
30％

初級
40％

住 新潟県南魚沼郡湯沢町大字
湯沢490
☎ 025-784-3326
HP www.yuzawakogen.com
営 2018年12月15日〜
2019年３月31日
車 関越道 湯沢 IC から約3km
電 JR 上越線 越後湯沢駅徒歩
8分、または無料シャトルバ
ス約3分

ロープウェイで空中散歩！
二つのエリアの駅チカゲレンデ

湯沢高原スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

イチオシ！

山頂エリアと山麓にある
二つのスノーランドで雪体験
湯沢の天然雪で
雪だるま作りや
かまくら作り体験！
雪だるま作り＝1/12、
2/9、3/9開催予定。かま
くら作り＝1/26、2/23、
3/23開催予定。宝探し
ゲーム＝1/19、2/16、
3/16開催予定。詳細はHP
で！

すめ
おす
ー

リ
ファミンデ
ゲレ

安心のスキー専用
コースで
デビューしちゃおう！
ファミリーゲレンデはス
キー専用コースだから、
スキー未経験でも安心！
レンタル3,300円、キッズ
券1,000円で手ぶらで楽ら
くデビューできます！
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越 後 湯 沢 駅 か ら ８ ０ ０m ＆ 湯

新幹線でも車でもア

沢 IC か ら も 登 り 坂 の 少 な い 道

を約５分！

クセス楽チンの湯沢高原スキー場︒

世界最大級のロープウェイがつな

ぐ 標 高 １ ０ ０ ０m の﹁ 高 原 エ リ

ア﹂と山麓にあるなだらかな緩斜

面が広がる﹁布場エリア﹂という

二つのエリアで︑ちびっこも滑り

ロープ

派キッズもパパママも笑顔でス

ノーエクスペリエンス！

ン
イベ

ちびちゃんたちも思い
切り雪遊び体験ができ
る二つのスノーランド。
「高原スノーランド」に
はツリーキャッスルや
迫力のチュービングも
あって大興奮間違いな
し！

ウェイは観光乗車も OK ！

いつでも小学生リフト１
日券1,000円！ さらに毎
月第３日曜日の「スキー
子どもの日」をねらえば
小学生リフト無料！ お
財布を握るママご機嫌♪

すめ
おす ト

﹁高原﹂﹁布場﹂
のどちらにもスノー

小学生リフト無料！
第３日曜日は
スキー子どもの日

ランドがあってトンネルスライ

高度をグングン上げていく
でっかいロープウェイ！ 乗
るだけでも興奮度MAX！
絶景が広がっていく７分間
の空中散歩は体験する価値
あり！

ダーが楽しめるツリーキャッスル

はじめてキッズも安心の
板持ち乗車ができるヨー
デル第１トリプルリフト
に乗ってダウンヒル中央
コースの幅広緩斜面へ！

ロー め
プ
ウェイ

やチュービング︑ふわふわ滑り台

世界最大級166人乗りの
ロープウェイで
空中散歩！

など遊具満載で雪遊びし放題！

すめ
おす ト

板持ち乗車ができる
リフトに乗って
幅広緩斜面へ！

雪だるま︑かまくら作りにチャレ

低学年ならスキーも雪遊びも楽しめる
オールインパス券がおすすめ。滑り派
キッズはロープウェイリフト券無料の毎
月第３日曜のスキー子供の日を狙おう！

コツ ！

の

コツ ！

の

全コースの50％が初級コースだから、雪
が降ったら赤倉ならではの天然パウダー
滑走にチャレンジ！ 初級コースサイド
にも非圧雪コースがあります。

年齢別

楽しみ方

年齢別

ス
コー

赤倉駐車場P1からくまどー
ゲレンデまでの無料シャト
ルバスはナイター時も運
行！ これで赤倉温泉街へ
の移動も楽らく！

スキーも雪遊びも両方
楽しめるオールインパス券！

おす
す

すめ
おす

無料シャトルバスで
温泉街にも楽らく移動！

高学年の腕自慢は
ちょこっとパウダー

ンジできるイベントもあるよ！

か

らの
アドバ
イス

イス

楽しみ方

日本有数の豪雪地帯︑赤倉温泉

スキー場は積雪量がはんぱない！

ふかふかパウダー自慢のビッグ＆

ワイドゲレンデは︑全体の９割が

初中級コースなので︑ガンガン滑

りまくって︑グングンうまくなっ

ちゃいましょう︒小学生リフト１

日券はいつでも千円とファミスキ

に優しい料金設定です︒

ヨ ー デ ル info か ら 板 持 ち

乗車ができるヨーデル第１トリプ

ルまでの坂道移動がムービングベ

ルト導入でスムーズになり︑ちびっ

こ 初 心 者 も 移 動 が 楽 チ ン に！

ムービングベルトの上部にはキッ

ズスノーパークもあり︑ちびっこ

時まで運

たちは雪遊びやソリ遊びをどうぞ︒

無料シャトルバスは

行！ 温泉街への移動も便利です︒

から

アドバ

ン
イベ
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直営ホテル

の

び放題の
無料で遊
ク！
ノーパー
キッズス

ビ
サー

アトラクション

最長滑走距離5,000m

電 しなの鉄道 妙高高原駅から
バス・タクシーで約20分

すめ
おす ス

ボード
スクール
小3 〜

コース8本

初級
50％

車 上信越道
約6km

イチオシ！

湯沢高原スキー場

ロープウェイ1本／リフト5本

コースレベル

住
☎
HP
営

湯沢 IC 〜約3km

※ロープウェイとセット料金

最長滑走距離2,200m

ヨーデルゲレンデ山
麓にあるのはお家や
滑り台、シーソー、
木馬などの楽しい遊
具があるキッズパー
ク。ソリも雪遊びも
どんとこい！

託児所

駐車場
無料
――

――

ボード
スクール

コース17本

22

リフト
無料
2歳

4 歳〜

リフト14本

ふかふかパウダー自慢の
ビッグ＆ワイドなゲレンデ

キッズパーク
（子ども）
1,500 円※

３歳〜

上級
10％

関越道

●ゲレンデDATA

新潟県

新潟県

上信越道

豊田飯山 IC 〜約10km

●ゲレンデDATA

斑尾高原スキー場

キッズパーク
（子ども）
500円

リフト
無料
未就学児

託児所

駐車場
無料
――

スキー
スクール

ボード
スクール

スキー
スクール

小１〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

リフト11本

ゴンドラ２本／リフト17本

コース31本

コース36本

最長滑走距離2,500m

最長滑走距離10,000m
初級
30％

電 北陸新幹線 飯山駅から
バスで約25分

この冬95周年！
日本最大級のビッグエリア！

野沢温泉スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

10

36

イチオシ！

ソリもスキーの練習も OK
キッズパークは利用無料！
ゲレンデを飛ぶ !?
ジップ・スカイライド
に挑戦しよう！
全長652m！ 日影ゲレン
デ最上部から張られたワ
イヤーケーブルで空中滑
降する、スリル満点のア
クティビティ。小学生以
上、体重25〜110kgで参
加OK！

め
すす

お
ー
メニュ

ボリューム満点！
野沢菜ステーキライス
長坂ゴンドラ・やまびこ駅内
にある「レストハウスやまび
こ」の人気メニュー。焼きた
てピッツァやスイーツもお
すすめです！
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本の多彩なコースや最長滑走

距離 ㎞という日本屈指のスケー

ルに加え︑上質なパウダースノー

が楽しめる野沢温泉︒ビッグエリ

キッズル
スクー

アだけに︑上級者向けでは⁝？と

ひるむことなかれ︑ビギナーもファ

ミリーも満足させるフトコロの深

さが︑最大の魅力なのです︒

とくにおすすめなのは︑広々と

した緩斜面の﹁上ノ平ゲレンデ﹂︒

標高1400ｍ なので雪質も眺望

も抜群で︑家族みんなで楽しめる

こと間違いなし︒山麓までは︑ゴ

ンドラで下山できるので安心です︒

ベースには無料のキッズパークも

アクティ
ビテ

あり︑雪上デビューも大歓迎！

1/13、2/10、3/10、3/24
は、3歳〜小学生対象の
「雪上お宝さがし」を開催。
雪に埋まったお宝を探し
てお菓子をもらおう！

日影ゲレンデの「キッズ
パーク」は、ナスキーウェ
イ（動く歩道）
やチュービ
ング、ふわふわなど、充実
設備が揃って利用無料。
雪上デビューにも最適で
す！

すめ
おす

丁寧な指導が好評の「野
沢温泉スキースクール・
キッズ＆ジュニアスキー
チーム」。変化に富んだ
ゲレンデを、たくさん
滑ってぐんぐん上達！
すめ
おす ィ

95

周年を記念し

おす
す

イベ め
ント

この冬は︑開場

魅力たっぷりのゲレンデ
を遊び尽くすなら、ゲレ
ンデ隣接の直営ホテルに
滞在するプランがおすす
め。スキーのあとは温泉
で疲れを癒そう！

レベル別指導で、
楽しくカッコよく
上達できる！

て︑豪華賞品が当たる特別企画も

ゲレンデ直結で
のんびりステイ
「斑尾高原ホテル」

駐車場のある長坂ゲレンデから日影ゲレ
ンデの「キッズパーク」への移動は、ゲレ
ンデ間を無料送迎してくれるソリ付きス
ノーモービル「ナスキー号」が便利！

実施されるので要チェックです︒

の

ちびっ子連れのゲレンデ移動は
「ナスキー号」を利用しよう！

斑尾高原ホテル目の前でレストランにも
近く、アクセス抜群のキッズパーク。動
く歩道や屋内プレイルームを完備し、小
さいお子さんがいるファミリーに最適！

小学生以下のちびっ子
あつまれ〜 !!
「雪上お宝さがし」

コツ ！

楽しみ方

屋内プレイルーム併設！
便利で快適なキッズパーク

年齢別

らの
アドバ
イス

コツ ！

の
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車 上信越自動車道 飯山ICから
国道117号線経由で約25分

年齢別

楽しみ方

非圧雪コース

天然のパウダースノーに恵まれ

コース！

たゲレンデは︑バリエーション豊

富な全

や日本一の本数を誇るツリーラン

コースのほか︑初中級者向けのフ

リーライドパーク︑キッズパーク

など︑ファミリーから上級者まで

誰もが楽しめるスキー場です︒

なかでも子どもたちにぜひ体験

してほしいのが︑森を分け入る３

本のツリーランコース﹁ファミリー

ア ド ベ ン チ ャ ー﹂︒ 中 級 程 度 の 技

量が必要ですが︑冒険気分が味わ

えて︑新たなスキーの楽しさに出

会 え る は ず！ は じ め て ＆上 達 を

めざす子には人気キッズスクール︑

のんびり滞在を楽しみたいパパマ

マには直営ホテルと︑施設の充実

度も光る注目ゲレンデです︒

リピーター続出！ 技術だけでな
くマナーも教えてくれる「斑尾
スポーツアカデミー」のキッズ
レッスンは、入門キッズにも上
級ジュニアにもおすすめ！

☎ 0269-85-3166
HP www.nozawaski.com
営 2018年11月23日〜
2019年5月6日

か

ラビットコース、カ
モシカコース、ベ
アーコース、3本の
「ファミリーアドベ
ンチャー」では、子
どもも安全にツリー
ランが楽しめます。

専門チームが丁寧に指導！
楽しく学ぶキッズスクール

初級
40％

イス

ル
ホテ

キッ
スクーズ
ル

中級
30％

の

すめ
おす

おす
すめ

上級
30％

住 長野県下高井郡野沢温泉村
大字7653

長野県飯山市斑尾高原
0269-64-3214
www.madarao.jp
2018年12月15日〜
2019年3月31日

斑尾高原スキー場
の詳細・お得情報は
こちら
から

野沢温泉スキー場

コースレベル
中級
35％

電 JR 北陸新幹線 飯山駅から
路線バス（有料）で約30分

アドバ

飯山 IC 〜約21km

ボード
スクール

３歳〜

車 上信越自動車道 豊田飯山
IC から約10km

イチオシ！

託児所

駐車場
無料
平日

アトラクション

住
☎
HP
営

家族で冒険の森へ GO ！
「ファミリーアドベンチャー」

リフト
無料
未就学児

小1〜

上級
35％

31

キッズパーク
（子ども）
無料

３歳〜

コースレベル

人気レッスンと
ツリーランコースに大注目！

上信越道

●ゲレンデDATA

長野県

長野県

上信越道

諏訪 IC 〜23km

白樺リゾート 池の平スノーパーク

●ゲレンデDATA
キッズパーク
（子ども）
500円

リフト
無料
〜2歳

託児所

駐車場
無料
全日

――
スキー
スクール

スキー
スクール
幼児〜

幼児〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

リフト2本

リフト4本

コース3本

コース6本

最長滑走距離550m

最長滑走距離900m

中級
30％

車 上信越道 小諸 IC から約19
km（約30分）
電 JR 北陸新幹線 軽井沢駅から
無料送迎バスで約1時間／
JR 北陸新幹線 佐久平駅から
路線バスで約1時間

コンディション抜群で
ファミリー思いの快適ゲレンデ！

アサマ2000パーク
の詳細・お得情報は
こちら

イチオシ！

キッズルーム完備で
寒い日も快適ソリ＆雪遊び
小学5年生以上対象
スノーシューで
冬の森散策
スキーをスノーシュー
に履きかえて、冬の森
へ！ ガイドと巡るスノー
シューツアーでは、動物
の足跡の発見など楽しい
体験がいっぱい（要予約）。

すめ
おす

ル
ホテ

「高峰マウンテンロッジ」に
泊まってお得に遊ぼう！
ゲ レ ン デ 併 設 の 直 営 ホ テ ル「 高
峰マウンテンロッジ」に泊まれば、
リフト券、レンタル、スクールの
割引が受けられてお得！ ファミ
スキも満足のサービスです。

58

標 高 ２ ０ ０ ０m の 高 原 に 位 置

するアサマ２０００パークの魅力

は︑なんといってもコンディショ

ンの良さ！ サラッサラのパウダー

ソリや雪遊びが楽し
め る「 ち び っ こ 広 場 」
は、全長50mのスノー
エスカレーターを完備。
キッズルーム隣接で休
憩にも便利！ 快適に過
ごせます。

スノーが楽しめるうえ︑晴天率が

高く︑ファミスキには最適の環境

です︒上級者にも人気のスキー場

﹂はスキーデビューに最適︒

1

ですが︑ワイドな緩斜面﹁ステー

ジ

他のコースとは独立した設計で︑

安心して楽しめます︒小中学生の

リフト券は毎日千円と︑お財布に

アクティ
ビテ

や さ し い の も 嬉 し い ポ イ ン ト！

ゲレンデ直結の「池の平
ホテル」は、温泉やプー
ル、ボウリング、室内ア
スレチックなどファミ
リー向け施設が充実。悪
天候時も遊べて大助か
り！

すめ
おす ィ

設備充実の﹁ちびっこ広場﹂もあり︑

アフタースキーも
お楽しみ満載の
直営ホテル！

雪遊びキッズも大満足です︒

おす
す

幅広の「ステージ1」は自
然に止まれる緩やかな斜
度で、スキーデビューの
練習に最適！ 他のコース
から独立していて、安心
して練習できます。

30

分︑ 軽 井

フクロウやうさぎとふれ
あえる動物広場のほか、
ソリ、スキーが楽しめる
「ポタスノーランド」は、
動く歩道完備。おもしろ
ソリレンタルもあり！

おす
す

コー め
ス

ワイドな緩斜面
「ステージ1」は
デビューに最適！

小 諸 IC か ら は 約

スノーフラッグなど、雪
上ならではの種目が盛り
だくさん。大人、子ども
部門があるので家族みん
なで参加しよう！ 参加費
／1種目200円〜

初心者OKの「アサマ2000スキースクール」、よ
り 上 達 を め ざ す「 木 村 公 宣 ポ ー ル レ ッ ス ン 」、
ボード専門「AZプロスノーボーディングスクー
ル」。レベルや年齢に合わせて上手に活用しよう。

沢駅からは無料送迎バスが毎日運

2/11（祝）開催！
家族で楽しい
冬のおもしろ運動会

コツ ！

の

ゲレンデに、アーチやウェーブなどを設
置した新エリア「ゴタくんのヒャッホー
山」が登場！ 運が良ければ、新キャラク
ター・ゴタくんに会えるかも!?

はじめてからポールまで
個性豊かな３つのスクール

行 し ア ク セ ス も 良 好！ マ マ 友 同

年齢別

楽しみ方

小学生におすすめの新エリア
「ゴタくんのヒャッホー山」

士の親子旅行にもおすすめです︒

か

コツ ！

の
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長野県小諸市高峰高原
0267-23-1714
asama2000.com
2018年11月23日〜
2019年4月7日

年齢別

楽しみ方

ファミリーに絶大な人気を誇る

池の平ホテル﹂に隣接

﹁ 池 の 平 ス ノ ー パ ー ク ﹂ は﹁ 白 樺

リゾート

するプライベートゲレンデ︒コン

パクトな設計でのんびり滑ること

ができ︑スクールやレンタルも充

実しているので︑スキーデビュー

でも安心です︒今季は︑ゲレンデ

に楽しいアイテムを設置した﹁ゴ

タくんのヒャッホー山﹂が登場し︑

お楽しみ度がさらにアップ！

キッズに大人気の﹁ポタスノー

ランド﹂もリニューアルし︑スキー

滑走エリアを新設︒動く歩道を使

えば︑はじめてのスキー体験や足

慣らしに最適です︒ソリやふわふ

わ遊具のほか︑動物広場ではフク

ロウやうさぎたちとふれあう特別

な体験もできちゃいます！

「池の平ホテル」のレンタルコー
ナーでは、用具・ウェアから小物
まで、種類もサイズも豊富に用意。
手ぶらでOKなので、はじめての
スキーでも安心です♪

初級
20％

らの
アドバ
イス

ン
イベ

ビ
サー

住
☎
HP
営

中級
60％

イス

ホテ め
ル

ベビー用品もあり！
レンタル充実で
スキーデビューも安心

上級
20％

の

から

アサマ2000パーク

コースレベル
初級
50％

白樺リゾート
池の平スノーパーク
の詳細・お得情報は
こちら

アドバ

小諸 IC 〜約19km

ボード
スクール

アトラクション

すめ
おす ト

すめ
おす ス

託児所

駐車場
無料
平日

――

ボード
スクール

住 長野県茅野市白樺湖
☎ 0266-68-2100
HP hotel.ikenotaira-resort.
co.jp/snowpark/
営 2018年12月22日〜
2019年3月31日
（12/26、27はクローズ）
車 中央自動車道 諏訪 IC から
23km（約40分）
電 JR 中央本線 茅野駅から
路線バスで約50分

雪遊びもスキーも OK
デビューキッズにも最適！

リフト
無料
未就学児

6 歳〜

上級
20％

イチオシ！

キッズパーク
（子ども）
500円

4 歳〜

コースレベル

動物広場が大人気！
子ども向けゲレンデも新登場

上信越道

●ゲレンデDATA

長野県

長野県

中央道

長坂 IC 〜約18km

サンメドウズ清里スキー場

●ゲレンデDATA
キッズパーク
（子ども）
1,000円

リフト
無料
〜2歳

託児所

駐車場
無料
全日

――

中央道

●ゲレンデDATA
キッズパーク
（子ども）
500円

リフト
無料
――

託児所

駐車場
無料
全日

――

長坂 IC 〜約21km

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳

長野県

長野県

中央道

からの

スキー
スクール

ボード
スクール

３歳〜

３歳〜

授乳スペース

直営ホテル

アトラクション

併設温浴施設

中級
43％

初級
50％

住 長野県南佐久郡川上村御所平
1841
☎ 0267-91-1001
HP www.chateraiseresort.
co.jp/SKI/
営 2018年12月15日〜
2019年3月31日（予定）
車 中央自動車道 長坂 IC から
約21km（約25分）
電 JR 小海線 野辺山駅から
タクシーで約5分

コツ ！

の

ファミリーには、メイン
のゲレンデレストラン「サ
ンダンス」がおすすめ。彩
り豊かなキッズプレート
や、ボリューム満点のあ
んかけ焼きそばが人気！

都心部から約2時間とアクセス良好！
お菓子屋さんの「シャトレーゼ」が運

足！
価格もお味も大満
メニュー
ズ
ッ
キ
ワンコイン・

営し、魅惑のスイーツ直売所がある美
味しいスキー場。ゲレンデは半分が緩
ゲレンデを見渡せる
親子専用休憩所で
ブーツを脱いでひと休み

すめ
おす

施設

斜面で、全コースがセンターに合流す
るので迷子の心配がなく安心です。
プレイルームやベビールーム、無料
休憩所、キッズパークなど家族向け施
設も充実で、中学生まで子ども料金が
適用されるのも嬉しいポイントです！

キッズパーク
（子ども）
500円

リフト
無料
――

託児所

駐車場
無料
全日

小海リエックス・スキーバレー
からの

スキー
スクール

アドバイス

ボード
スクール

4 歳〜

4 歳〜

授乳スペース

アトラクション

直営ホテル

併設温浴施設

リフト5本
コース8本

リピーター続出！
好奇心を刺激する
人気のスノーパーク
バンクやポコジャンなど、
子どもに人気のアイテ
ムを設置した「ファンタ
ジースノーパーク」。夢中
で滑るうちにスキーも上
達できちゃうと大好評！

味 & ボリューム自慢！
「サンダンス」なら
間違いなし！

ファミスキ向け施設充実！
晴天率85％の快適ゲレンデ

中央道 長坂 IC 〜約42km ／中部横断道 八千穂高原 IC 〜約18km

――

「スキッズ・キャンプ」は６つのステップ
で上達をめざす子ども専門スクール。初
心者にはスクール専用エリアも用意され、
楽しく遊びながらスキーが学べます！

ス
コー

イチオシ！

シャトレーゼ
スキーリゾート八ヶ岳
の詳細・お得情報は
こちら

●ゲレンデDATA

レベル別指導でぐんぐん上達！
子ども専門「スキッズ・キャンプ」

すめ
おす

場内すべてのレストラ
ンで、ワンコイン500
円のキッズメニューを
用意。お子様ランチに
パンケーキ、どれにし
ようか迷っちゃう！

おす

レストすめ
ラン

最長滑走距離2,600m
コースレベル
上級
20％
住
☎
HP
営

中級
30％

初級
50％

長野県南佐久郡小海町豊里5907
0267-93-2537
www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/
2018年12月8日〜
2019年4月上旬（予定）

車 中央自動車道 長坂 IC から
約42km（約50分）／
中部横断道 八千穂高原 IC
から約18km（約23分）
電 JR 小海線 松原湖駅から
タクシーで約20分、
または町営バスで約30分
小海リエックス・
スキーバレー
の詳細・お得情報は
こちら

年齢別
楽しみ方の

コツ！

ワンコインで腕試し
タイム計測会にチャレンジ！
1〜3月の毎月1回、ポールコースを利用
したタイム計測会を開催。ポールが滑れ
ればOK！ 子どもも気軽に参加できるの
で、腕試しにチャレンジしてみては？
ホテル隣接の「星空の
湯 りえっくす」は、柔
かな泉質の源泉かけ流
し天然温泉。日帰り入
浴もでき、当日リフト
券持参で割引に！

イチオシ！

八ヶ岳エリア最大級の小海リエック
スは、標高1,780m の良質な天然雪と

く〜！
スキーの疲れに効
ラックス
かけ流し温泉でリ
すめ
おす ー

メニュ

本格リゾートホテルで
優雅な宿泊＋スキーを満喫！

人工降雪機でコンディション抜群！
全長2.5km のゲレンデには、子どもに
腹ペコキッズも
グルメなパパも満足の
週末限定ステーキ！
たくさん滑ってお腹が空いたら、
週末限定営業の「ステーキハウ
ス・シェラ」へ。ボリューム満点
のステーキランチが大人気！

人気のポールやポコジャンなどのアイ
テムが点在。冒険気分で楽しみながら、
上達もできると大好評です。
ベースには本格リゾートホテルが併
設されているので、優雅な滞在を楽し
むお泊まりプランがおすすめです！
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長野県

年齢別

時間とアクセス

％！ 子 ど も の

80 2

コツ！

週末はかわいい着ぐるみが
お菓子をプレゼント♪

ゲレンデに面した広々プレイ
ルームは、遊具も完備された親
子専用休憩所。疲れたときの休
憩や、パパママが交代で滑りた
いときにも便利！

イス

楽しみ方

首都圏から約

良 好 で︑ 晴 天 率

テンションはお天気に左右されや

すいので︑安定した天候はファミ

スキ成功の大切な要素です︒初中

級向けが中心のゲレンデは︑最新

スノーマシンの導入でコンディ

ション万全︒八ヶ岳主峰赤岳を望

む爽快なスキーが楽しめます︒

歳から受講できる

スキーデビューや上達をめざす

キッズには︑

﹁ ス キ ッ ズ・ キ ャ ン プ ﹂ が お す す

め︒安定して滑れるようになった

ら︑ポコジャンなど楽しいアイテ

ム満載の﹁ファンタジーパーク﹂へ︒

ゲレ食メ

た っ ぷ り 遊 ん で 滑 っ た ら︑ お

いしい食事に舌鼓♪

ニューの豊富さとおいしさもサン

メドウズの大きな魅力です！
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中級
30％

の

から

アドバ

全長100m のソリコース！
雪遊びをビッグに楽しもう

駐車場の確保やレンタル、ス
クール予約などを一括で事前
予約できる嬉しいサービス。
当日は専用カウンターに行く
だけでOK。混雑知らずで快
適な一日が楽しめます！

上級
20％

年齢別
楽しみ方の

毎週土日は、キッズパークやゲレンデに
かわいい動物たちが登場して、子どもた
ちにシャトレーゼのお菓子をプレゼン
ト！ 甘い香りに誘われて、全員集合〜!!

コースレベル
初級
44％

サンメドウズ清里
スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

ービス

併設温浴施設

最長滑走距離1,300m

電 JR 小海線 清里駅から
タクシーで約5分

土日祝日限定！
「楽々サポート」
サービス

直営ホテル

コース5本

車 中央自動車道 長坂 IC から
清里高原道路経由で約20分

おす
すめ
サ

授乳スペース

アトラクション

最長滑走距離1,540m

☎ 0551-48-4111
HP www.sunmeadows.co.jp
営 2018年12月15日〜
2019年4月7日

イチオシ！

4 歳〜

コース8本

住 山梨県北杜市大泉町西井出
8240-1

「スノーランド」は、
八ヶ岳エリア最大級
のキッズパーク。カ
ルーセルやスノース
トライダーも楽しめ
て、子どもたちに大
人気です。無料休憩
所も併設！

4 歳〜

リフト3本

上級
13％

3

アドバイス

ボード
スクール

リフト3本

コースレベル

青空と絶景を堪能！
家族に人気の高原リゾート

スキー
スクール

ひるがの高原 IC 〜約８km

●ゲレンデDATA

ホワイトピアたかす

キッズパーク
（子ども）
無料

リフト
無料
〜 2歳

託児所

駐車場
無料
――

――
スキー
スクール

スキー
スクール

小学生〜

アトラクション

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

授乳スペース

直営ホテル

併設温浴施設

リフト4本

リフト4本

コース13本

コース7本

最長滑走距離2,600m

最長滑走距離1,500m
初級
30％

岐阜県郡上市高鷲町鷲見512
0575-72-6311
www.whitepia.jp
2018年11月23日〜
2019年3月31日

中級
45％

初級
40％

住 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山
8545-1
☎ 0555-85-2000
HP www.fujiten.net
営 2018年12月上旬〜
2019年4月上旬
車 中央自動車道 河口湖 IC
から約13km（約20分）
電 富士急行線 河口湖駅から
タクシーで約20分／2018年
12月20日 〜2019年3月10日
は、河口湖駅とふじてん間の
バスツアーあり

思い立ったらすぐ出発！
富士山を望む絶景ゲレンデ

ふじてんスノーリゾート
の詳細・お得情報は
こちら

分とアクセス抜群のふじ
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イチオシ！

雪遊びやソリを存分に！
「ちびっこ愛ランド」
家族で楽しい & お
得なイベント
目白押し！
サンタやトナカイの衣
装でリフト券が無料に
なる「クリスマスイベ
ント」
（12/24、25）
や、
ゲレンデを彩る花火大
会（1/19、2/16）など、
楽しいイベントを多数
開催！ 詳細は公式HP
にて。

すめ
おす

ル
ホテ

リフト券付きパック
もあり！
「富士緑の休暇村」
宿泊なら、スキー場から
約 5 分 の「 富 士 緑 の 休 暇
村」へ！ 季節の夕食バイ
キングが好評で、
「富士眺
望の湯ゆらり」も併設。家
族でのんびり過ごそう！
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東京︑横浜︑静岡からそれぞれ

車で約

てんは︑思い立ったときに気軽に

行けるとファミスキ層に大人気！

ゲレンデは︑雄大な富士山をバッ

雪遊び、ソリ遊び、キッ
ズ専用ゲレンデでスキー
デビューまで、キッズ
のお楽しみが満載の「ち
びっこ愛ランド」。無料
休憩室もあるので、小さ
な子ども連れでも安心♪

クに滑る唯一無二のロケーション︒

全７本のコースは︑初級者向けの

ワイドな緩斜面からタフなダウン

ン
イベ

ヒルコースまでが揃い︑子どもは

センターハウスには宿泊
施設も併設。即ゲレン
デに出られるので、滑り
まくりたい子どもたちや、
小さな子どもがいる家族
におすすめ！

すめ
おす ト

もちろん︑腕自慢のパパも飽きさ

リーズナブルで
お手軽 & 便利な
お泊まりスキー！

せないレイアウトです︒

キッズ向けスクールは、
４歳〜のスキーレッスン
と、小学１〜６年生対象
のスキー・スノボレッス
ンの３コース。レベルに
合わせて丁寧に指導して
くれます。

ゲレンデベースの子ども専用

家族でクルージングする
なら、アルファークワッド
リフトで山頂へ！ 白山の
雄大な景色を眺めながら、
全長2.6kmのパノラマ
ウェイを爽快に滑ろう！

おす
す

スクー め
ル

エリア﹁ちびっこ愛ランド﹂では

スクール充実！
スキーもスノボも
おまかせあれ！

雪 遊 び や ソ リ︑ス キ ー・ ス ノ ー

白山連峰の
絶景を楽しむ
2.6km のロングラン

ボードが安全に楽しめて︑雪上デ

大人１名+ジュニア１名など、人数に応じて選べる
「ファミリーパック」は、最大4,000円もお得！ 小
学生以下のリフト券などが無料になる「ファミリー
デー」
（1/14、2/11、3/10）
も要チェックです！

ビ ュ ー に も 最 適！ お 得 な リ フ ト

お得なファミリーチケットと
サービスデーを大活用！

パ ッ ク や フ ァ ミ リ ー デ ー︑曜 日 別

たくさん滑りたい小学生を応援する「ホワ
イトピアJr.クラブ」。入会金1,000円でリ
フト１日券やレンタルがいつでも半額に
なるなど、お得な特典が盛りだくさん！

コツ ！

の

小学生限定！ 特典いっぱいの
「ホワイトピア Jr. クラブ」

県民デーなどを上手に利用して︑

年齢別

楽しみ方

ル
ホテ

コツ ！

すめ
おす

の

ス
コー

年齢別

すめ
おす

この冬はお得に楽しみましょう！

か

らの
アドバ
イス

イス

楽しみ方

センターハウス３階の大
浴場は、サウナ・ジャグ
ジー付き♪ １日利用な
ら、休憩室や出し入れ自
由なロッカーも使えてお
得！ 親子割引もあり。

10

分でアク
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のんびり休憩 OK の
サウナ付き大浴場

最 寄 り IC か ら 約

月からオープンするゲレン

施設

セス楽々♪ 最新の人工降雪機に

より

デは︑初級から上級までバランス

良くレイアウトされ︑北斜面に開

け て い る た め 雪 質 も 良 好！ 隣 接

する鷲ヶ岳スキー場と往来可能で︑

ビッグに楽しめるのも魅力です！

キッズのサポート態勢も万全で︑

雪上デビューには﹁キッズピア﹂︑

スキーデビューには﹁レッツピア﹂
︑

上達をめざす小学生には﹁Jr.

クラブ﹂と︑成長に応じた３つの

施 設 & プ ロ グ ラ ム を 用 意︒ 週 末

にはモーグル練習会が開催される

のでぜひ参加してみよう！ 快適・

便利な施設も充実で︑センターハ

ウスには休憩所や大浴場︑宿泊施

設まで完備されています︒

すめ
おす

上級
15％

の

から

ふじてんスノーリゾート

コースレベル
中級
40％

ホワイトピアたかす
の詳細・お得情報は
こちら

アドバ

河口湖 IC 〜約13km

ボード
スクール

4 歳〜

電 長良川鉄道 北濃駅から
タクシーで約30分

トする
デビューをサポー
エリア！
2つのキッズ専用

土日祝

ボード
スクール

車 東海北陸自動車道 ひるがの
高原スマート IC から約10分
／高鷲 IC から約15分

イチオシ！

託児所

駐車場
無料
平日

アトラクション

住
☎
HP
営

雪上デビューなら利用
無料の雪遊びエリア
「 キ ッ ズ ピ ア 」へ 。 ス
キーデビューなら、
ネットで囲まれ、動く
歩道完備の「レッツピ
ア」へ！ 1日500円で
安全に練習できます。

リフト
無料
〜２歳

4 歳〜

上級
30％

11

キッズパーク
（子ども）
700円

4 歳〜

コースレベル

充実施設 & サービスで
ステップアップをサポート！

中央道

●ゲレンデDATA

山梨県

岐阜県

東海北陸道

高鷲 IC 〜約9km

●ゲレンデDATA

高鷲スノーパーク

東海北陸道

●ゲレンデDATA

キッズパーク
（子ども）
700円

リフト
無料
〜3歳

キッズパーク
（子ども）
1,000円

リフト
無料
〜3歳

託児所

駐車場
無料
――

託児所

駐車場
無料
――

――

――

からの

コツ！

6歳以上はひとりで運転 OK!
「スノーモービルランド」
憧れのスノーモービルを、自分で運転で
きる人気アクティビティ。年齢に満たな
いキッズは、パパやママとの2人乗りも
OK！ 雪山にしかない体験を楽しもう！

西日本最大級のスケール！
遊びも滑りも BIG に楽しもう

イチオシ！

初心者から上級者まで楽しめる多彩
なコースが魅力！ キッズには、幅広
めです。広々としたキッズパークや靴
を脱いでくつろげるファミリースペー
スなど、施設も充実。親子で割引にな
るお得なリフト券も要チェックです！

屋根付きエスカレーターで
楽らくソリ遊び♪

め
おすす

施設

センターハウスに隣接するキッ
ズパークは、全長70mの屋根付
きスノーエスカレーターを完備
し、ソリやチュービング遊びの
上り坂も快適！

さらに今季は山頂に、絶景が楽しめ
るビーチリゾート風カフェ「TAKASU
TERRACE」が登場し、楽しさアップ！

高鷲 IC 〜約7km

スキー
スクール

ボード
スクール

5 歳〜

３歳〜

授乳スペース

直営ホテル

スキー
スクール
アトラクション

併設温浴施設

３歳〜

直営ホテル

ゴンドラ１本／リフト3本

リフト5本

コース12本

コース8本

最長滑走距離4,900m

最長滑走距離1,500m

コースレベル
上級
30％

アトラクション

併設温浴施設

初級
35％

中級
55％

初級
45％

住 岐阜県郡上市高鷲町西洞
3086-1

住 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの
4670-75

☎ 0575-72-7000
HP www.takasu.gr.jp
営 2018年12月上旬〜
2019年5月6日（予定）

☎ 0575-73-2311
HP www.hiruganokogen.com
営 2018年12月下旬〜
2019年3月24日（予定）

車 東海北陸自動車道 高鷲 IC
から約10分／ひるがの高原
スマート IC から約15分

車 東海北陸自動車道 ひるがの
高原スマート IC から約5km

電 長良川鉄道 北濃駅から
タクシーで約20分

高鷲スノーパーク
の詳細・お得情報は
こちら

電 長良川鉄道 北濃駅から白鳥
交通バスで約30分

コツ！

キッズ向け屋内施設
「プレイバブーン」で遊ぼう！
新設の「プレイバブーン」では、年齢別
にレイアウトされた屋内遊具スペースで、
楽しく遊べます。同じ建物内にレストラ
ンや託児所もあり便利。

イチオシ！

毎日23時までナイター営業するなど、
独自のサービスが人気のダイナランド
が、この冬、ファミリー向けスノーア
ン）
」を新設！ ムービングベルト付き

保育士さん常駐で
パパママ安心の託児所

のキッズゲレンデ「Snow Baboon」と、
屋内遊具スペース「Play Baboon」
からなり、利用料は1,000円。スキー
もソリも遊具も、ぜ〜んぶ楽しみたい
欲ばりキッズにおすすめです！
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「日本スノーボードア
カ デ ミ ー 」の キ ッ ズ
レッスンは、３歳から
受講OK。豊富な経験
から生まれたプログラ
ムでぐんぐん上達！

リピーター続出の
スクール！
人気スノーボード

クティビティエリア「Baboon（バブー

め
おすす

施設

毎週土日には、ソリ大
会や親子チュービング
リレーなどの楽しいイ
ベントを開催！ 参加
キッズにはおやつのプ
レゼントも♪

インターから近く国道沿いにあり、
雪道ドライブが苦手なパパママも安心

ント！
週末はキッズイベ
上がろう
家族みんなで盛り

の好アクセス！ 広大な１枚バーンに
４本のリフトが架かるゲレンデは、緩
安心・安全な雪遊び広場
「ひるがもキッズランド」

め
おすす

施設

ひるがの高原スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

やかで見通しが良く、キッズや初心者
もゆったり滑れるファミスキ仕様。
キッズスクールが充実しているほか、
安全な雪遊び広場「ひるがもキッズラ
ンド」や「スノーラフティング」もあり、
一日たっぷり楽しめます！

東海北陸道

●ゲレンデDATA

キッズパーク
（子ども）
1,000円

リフト
無料
〜3歳

キッズパーク
（子ども）
600円

リフト
無料
〜2歳

託児所

駐車場
無料
――

託児所

駐車場
無料
――

――

国道沿いで安心アクセス♪
家族にやさしい広々ゲレンデ

イチオシ！

高鷲 IC 〜約3km

鷲ヶ岳スキー場
からの

アドバイス

アクティビティエリア
「Baboon」が今季新登場！

コツ！

はじめてのスノボは
実績あるスクールにおまかせ！

キッズ専用広場「ひるがもキッ
ズランド」は、ネットで仕切ら
れた安全なエリア。安心して雪
遊びが楽しめます。スノーエス
カレーターを完備し、ソリ遊び
も楽らく！

からの

年齢別
楽しみ方の

年齢別
楽しみ方の

「日本スノーボードアカデミー」のキッズ
レッスンは、少人数制で上達が早いと大
好評！ 日本一の受講者数を誇る信頼の
レッスンで、楽しく上達をめざそう！

コースレベル

中級
35％

●ゲレンデDATA

ダイナランド

3 歳〜

授乳スペース

アドバイス

ボード
スクール

「ダイナランド キッズルーム」
は、１〜６歳を対象にした託児
所。専任の保育士さんが常駐し
ているので安心して預けられま
す。要予約。

スキー
スクール

ボード
スクール

4 歳〜

３歳〜

授乳スペース

直営ホテル

スキー
スクール
アトラクション

併設温浴施設

３歳〜

授乳スペース

6 歳〜

直営ホテル

リフト5本

リフト5本

コース21本

コース13本

最長滑走距離3,200m

最長滑走距離3,500m

コースレベル
上級
28％

アドバイス

ボード
スクール
アトラクション

併設温浴施設

初級
40％

上級
30％

中級
40％

初級
30％

住 岐阜県郡上市高鷲町西洞
3035−2

住 岐阜県郡上市高鷲町大鷲
3250

☎ 0575-72-6636
HP www.dynaland.co.jp
営 2018年12月中旬〜
2019年3月24日（予定）

☎ 0575-72-5105
HP ski.washigatake.jp
営 2018年12月7日〜
2019年4月7日

車 東海北陸自動車道
から約10分

車 東海北陸道
約3km

高鷲 IC

電 長良川鉄道 美濃白鳥駅
からバスで約40分

ダイナランド
の詳細・お得情報は
こちら

高鷲 IC から

電 長良川鉄道 北濃駅から
タクシーで約20分

鷲ヶ岳スキー場
の詳細・お得情報は
こちら

コツ！

デビューはここで決まり！
「クレヨンしんちゃんキッズスクール」
3〜9歳の入門キッズ向けスクール。屋内
の専用ゲレンデで基礎を学んでから、雪
上に出るプログラム。ゲーム感覚で遊ぶ
うちに、楽しく上達できちゃいます！

コースレベル

中級
32％

年齢別
楽しみ方の

動く歩道を使ってソリ
やスキーの練習が楽し
める「パンダルマン冒
険広場」。センターハ
ウス目の前なので子連
れでの移動も楽ちん！

イチオシ！

高鷲 IC からわずか3km と、アクセ
ス抜群の鷲ヶ岳スキー場は、ワイドな
コースが多く自由なライン取りで楽し

便利な立地で移動も簡単♪
「パンダルマン冒険広場」
め
おすす

コース

ワイドで眺望抜群
キッズものびのび楽しめる！

めるので、子どもたちものびのび滑れ
初級キッズも OK ！
開放感いっぱいの
「パノラマコース」
ワイドな緩斜面で1,800mのロ
ングクランが楽しめる「パノラ
マコース」は、眺めも抜群！ 親
子でのんびり、クルージングを
楽しもう！

て大満足！ 隣接する「ホワイトピア
たかす」との共通券で、全26コースを
ダイナミックに楽しめる魅力も！
ゲレンデ目の前には、大浴場「鷲の
湯」や「ホテルレインボー」があり、
滞在の楽しみも盛りだくさんです！
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岐阜県

岐阜県

東海北陸道

滑れる子なら、15人乗
りゴンドラで一気に山
頂へ！ ビッグエリア
ならでは、4,900mの
ロングランを、家族で
楽しもう！

一気に1,550m の山頂へ！
ロングコースを滑り倒そう

緩斜面のパノラマコース下部がおすす

ひるがの高原スキー場
からの

アドバイス

年齢別
楽しみ方の

ひるがの高原 IC 〜約5km

岐阜県

岐阜県

東海北陸道

家族みん

なで！

賞品ゲ

ット〜

！

ファミスキ

イベント

1月
北海道 ▶ P14 ～15

星野リゾート トマム

!

親子で力を合わせるファミリー参加型から、
宝さがしなどの賞品ゲット型まで、
子どもたち大よろこびのゲレンデイベントをご紹介！

12月24日（月・振休）／25日（火）
山梨県 ▶ P62

ふじてんスノーリゾート

※ 12 月 29 日（土）の内容参照

サンタクロースまたはトナカイの全身仮

クリスマスイベント
装で、リフト 1 日券が無料に！ ¥ 無料

12月29日（土）
北海道 ▶ P14 ～ 15

岐阜県 ▶ P64

ダイナランド

元日餅つき
楽しく新年を迎える定番イベント！

¥ 無料

チョッカリ大魔神と
チョッカリ大会！

小学生以下、先着 100 名様。 ¥ 無料

トマムの名物イベント。チョッカリ大
魔神と直滑降勝負！ ハンデ次第で誰に
でも勝つチャンスあり！ 開催場所／リ
ゾートセンタ－前ゲレンデ、開催時間／
12:00 〜 12:30。 ¥ 無料

星野リゾート トマム

チョッカリ大魔神と一緒に滑ろう

北海道 ▶ P14 ～ 15

チョッカリ大魔神と一緒に滑ろう

新潟県 ▶ P55

赤倉温泉スキー場

キッズ宝探し

北海道 ▶ P14 ～ 15

星野リゾート トマム

2018年12月16日（日）

星野リゾート トマム

12月31日（月）

1月3日（木）

12月

※スケジュール等、変更になる場合もございますので、 スキー場にご確認ください。

チョッカリ大魔神と
チョッカリ大会！

大魔神の後ろを一列になって滑ろう。最
後まで一緒に滑れるかな？ お父さんお
母さんは子どもたちのカッコイイところ
を撮影することもできます。開催場所／
トマムエキスプレス前集合、開催時間／
12:00 〜 12:30。子ども対象。 ¥ 無料

福島県 ▶ P18 ～ 19

星野リゾート アルツ磐梯

カウントダウンアルツ
大晦日のカウントダウンイベント。24
時までのナイター営業（最終リフト搭乗
23:30）とカウントダウン花火を実施！

¥ ナイター券 1500 円（一律）
※ 1 日リフト券購入者は 500 円で購入可
能
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go!

カレンダー

2019年1月1日（火・祝）

※ 12 月 31 日（月）の内容参照

Go

雪の中からお宝を発見しよう！

12月23日（日・祝）
栃木県 ▶ P49

マウントジーンズ那須

出張どうぶつ王国
那須どうぶつ王国のアルパカが、期間限
定でマウントジーンズ那須に遊びにくる
よ♪

¥ 無料

12月24日（月・振休）
長野県 ▶ P44

軽井沢プリンスホテルスキー場

サンタさんとじゃんけん大会
サンタさんとじゃんけんをして、クリス
マスプレゼントをゲットしよう！
小学生以下、先着 100 名様。 ¥ 無料

長野県 ▶ P40

軽井沢スノーパーク

親子で駄菓子詰め放題
親子ペアで、駄菓子を袋いっぱいに詰め
込 も う！ 制 限 時 間 30 秒。 親 子 の チ ー
ムワークで、大好きな駄菓子をたくさん
ゲット！ 小学 3 年生以下、親子 100 組
限定。 ¥ 無料

EVENT

3月

ント翌日は「スキー子供の日」で、子ど
ものリフト料金が無料に！
小学生以下対象。 ¥ 無料

ナスキーとそりレース
マスコットキャラクターのナスキーと一
緒にソリレースをして、ナスキーグッズ

長野県 ▶ P60

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
親子雪だるま大会を開催！
ファミリー対象。 ¥ 無料

3月3日（日）
栃木県 ▶ P49

マウントジーンズ那須

出張どうぶつ王国

2月16日（土）
新潟県 ▶ P54

宝さがしゲーム

雪だるま作り

※ 1 月 19 日（土）の内容参照

※ 1 月 12 日（土）の内容参照

山梨県 ▶ P61

サンメドウズ清里スキー場

長野県 ▶ P40

キッズからシニアまで参加できるサンメ
ドウズ名物の GS レース大会。

※ 1 月 14 日（月・祝）の内容参照
小学 3 年生以下対象。 ¥ 無料

3月9日（土）
長野県 ▶ P60

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳

週末親子イベント
親子そり滑り大会を開催！
ファミリー対象。 ¥ 無料

新潟県 ▶ P54

湯沢高原スキー場

雪だるま作り
※ 1 月 12 日（土）の内容参照
ファミリー対象。 ¥ 無料

山梨県 ▶ P61

サンメドウズ清里スキー場

サンメドウズカップ第 2 戦
※ 2 月 16 日（土）第 1 戦の内容参照

3月10日（日）
長野県 ▶ P57

斑尾高原スキー場

未就学児〜シニア対象。 ¥ 中学生以上
3,500 円 小学生以下 2,000 円

雪上お宝さがし
※ 1 月 13 日（日）の内容参照

2月2日（土）
新潟県 ▶ P36 ～ 37

上越国際スキー場

上国雪上運動会
雪上フラッグス、雪上綱引き、雪中宝探
しなど、雪の上ならではの楽しい運動会。
賞品多数！

¥ 無料

長野県 ▶ P40

軽井沢スノーパーク

1月12日（土）
1月20日（日）

新潟県 ▶ P54

湯沢高原スキー場

新潟県 ▶ P36 ～ 37

上越国際スキー場

雪だるま作り

ソリレース

フェルト生地を使ったオリジナルの雪だ

子どもから大人まで大人気！ 4 〜 5 人で
スタートして一番早くゴールした人が勝
ち！ 豪華賞品あり！ 参加賞あり！ 気
軽に参加できます。

¥ 無料

新潟県 ▶ P55

キッズ宝探し

雪の中に埋まったお宝を探して、お菓子
をもらおう！

※ 12 月 16 日（日）の内容参照

長野県 ▶ P44

※ 12 月 24 日（月・振休）の内容参照

トナッキーとじゃんけん大会

新潟県 ▶ P55

赤倉温泉スキー場

キッズ宝探し
※ 12 月 16 日（日）の内容参照

長野県 ▶ P44

軽井沢プリンスホテルスキー場

トナッキーとじゃんけん大会
※ 1 月 20 日（日）の内容参照

2月23日（土）
栃木県 ▶ P49

マウントジーンズ那須

栃木県 ▶ P49

マウントジーンズ那須

出張どうぶつ王国
※ 12 月 23 日（日・祝）の内容参照

長野県 ▶ P59

白樺リゾート
池の平スノーパーク

冬のおもしろ運動会

2月3日（日）
新潟県 ▶ P36 ～ 37

岩原スキー場

岩原雪上運動会
雪上フラッグや障害物レース、雪上綱引
き、雪中宝探しなど、楽しい種目が満載！
参加賞もあり！ 子どもに大人気、岩原の
キャラクター「岩（がん）ちゃん」も参
加します。

¥ 無料

スノーフラッグなど、雪上ならではの運
動会種目が盛りだくさん。1 種目から参
加可能！ 大人、子どもで部門が分かれて
いるのでそれぞれ楽しめます！

岩原スキー場

ナスキーとそりレース
※ 1 月 6 日（日）の内容参照

山梨県 ▶ P62

ふじてんスノーリゾート

ファミリーデー
※ 1 月 14 日（月・祝）の内容参照

1月14日（月・祝）
栃木県 ▶ P49

マウントジーンズ那須

出張どうぶつ王国
※ 12 月 23 日（日・祝）の内容参照

長野県 ▶ P40

栃木県 ▶ P49

マウントジーンズ那須

元祖！

キッズ宝さがし大会

スキー場特設会場で行なわれる大人気イ
ベント。雪の中に隠されたカラーボール
を見つけ出すと、大好きなおもちゃと交
換できます！

キッズパーク＆子どもリフト券購入の先
着 200 名に参加券配布。

¥ 無料

たっぷりの天然雪で、かまくらを作ろ

野沢温泉スキー場

3 歳〜小学生対象。 ¥ 無料

軽井沢スノーパーク

かまくら作り体験

長野県 ▶ P56

新潟県 ▶ P54

新潟県 ▶ P36 ～ 37

1月26日（土）

う！

※ 1 月 26 日（土）の内容参照

2月24日（日）

小学生以下、先着 100 名様。 ¥ 無料

湯沢高原スキー場

キッズ宝さがし大会

※ 1 月 26 日（土）の内容参照

トナッキーとじゃんけんをして素敵な賞
品をゲットしよう。

新潟県 ▶ P54

¥ 1 種目 200 円～

長野県 ▶ P57

雪上お宝さがし

ソリレース

2月11日（月・祝）

1月13日（日）

赤倉温泉スキー場

軽井沢プリンスホテルスキー場

※ 1 月 20 日（日）の内容参照

るま作り。 ¥ 無料

斑尾高原スキー場

親子で駄菓子詰め放題

かまくら作り体験

※ 1 月 14 日（月・祝）の内容参照

斑尾高原スキー場

2月

をゲットしよう！ 3 歳〜対象。 ¥ 無料

上越国際スキー場

※ 1 月 13 日（日）の内容参照

ファミリーデー

長野県 ▶ P57

新潟県 ▶ P36 ～ 37

湯沢高原スキー場

ふじてんスノーリゾート

2月10日（日）

2月17日（日）

雪上お宝さがし
山梨県 ▶ P62

新潟県 ▶ P54

湯沢高原スキー場

サンメドウズカップ第 1 戦

元祖！ ちびっこ宝探し大会

2月9日（土）

湯沢高原スキー場

※ 12 月 23 日（日・祝）の内容参照

軽井沢スノーパーク

長野県 ▶ P56

野沢温泉スキー場

3月2日（土）

週末親子イベント

1月6日（日）

¥ 無料

1月27日（日）
新潟県 ▶ P36 ～ 37

岩原スキー場

岩原ソリレース
全長 634 ｍのソリランドを使い、各組一
斉にスタート。一番最初にゴールした人
には賞品をプレゼント！ 参加賞もありま
す。

¥ 無料

ちびっこ宝探し大会

小学 3 年生以下対象。 ¥ 無料

山梨県 ▶ P62

ふじてんスノーリゾート

ファミリーデー
小学生以下は、リフト 1 日券とちびっこ
愛ランド入場料が無料に！
小学生以下対象。 ¥ 無料

1月19日（土）
新潟県 ▶ P54

湯沢高原スキー場

宝さがしゲーム
布場エリアのファミリーゲレンデ特設会
場で開催。雪の中にあるお宝探し。イベ

岩原ソリレース
※ 1 月 27 日（日）の内容参照
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3月24日（日）

2018 / 19 シーズン

長野県 ▶ P56

ファミスキ応援キャンペーン

野沢温泉
スキー場

大プレゼ ント！
リフト券
etc.

合計 454 枚！

大雪上運動会

宝さがしゲーム

岩原ソリレース
※ 1 月 27 日（日）の内容参照

長野県 ▶ P57

斑尾高原スキー場

雪上お宝さがし
※ 1 月 13 日（日）の内容参照

3月26日（火）

▶応募フォームに必要事項をご記入のうえ、
ご応募ください。
応募期間 2018 年 12 月 1日（土）～ 2019 年 1月 9 日（水）
＊当選者の発表は賞品の発送（1 月 25 日頃予定）をもって代えさせていただきます。

北海道 星野リゾート

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 22 日〜
2019 年 3 月 24 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 1 日〜
2019 年 4 月 1 日

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

トマム

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

北海道 ▶ P14 ～ 17

星野リゾート トマム

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 11 月 23 日〜
2019 年 5 月 6 日

リフト 1 日券
ペア 10 組 20 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 11 月 23 日〜
2019 年 5 月 6 日

アルツ磐梯

星野リゾート アルツ磐梯・
猫魔スキー場共通リフト 1 日優待券
ペア 10 組 20 名様
有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 22 日〜
2019 年 5 月 6 日

星野リゾート 磐梯山温泉
ホテル宿泊券
大人 2 名様＋小学生以下の
お子様 2 名様まで

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳

星野リゾート トマム

週末親子イベント

チョッカリ大魔神と
チョッカリ大会！

親子スノーフラッグを開催！
ファミリー対象。 ¥ 無料

※ 12 月 29 日（土）の内容参照

3月17日（日）

長野県 ▶ P60

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳

キッズ宝探し

親子雪上運動会を開催！
ファミリー対象。 ¥ 無料

※ 12 月 16 日（日）の内容参照

新潟県 ▶ P54

新潟県 ▶ P36 ～ 37

湯沢高原スキー場

上越国際スキー場

かまくら作り体験

ソリレース

※ 1 月 26 日（土）の内容参照

※ 1 月 20 日（日）の内容参照

チョッカリ大魔神と一緒に滑ろう
※ 12 月 31 日（月）の内容参照

定期開催

ちびっこトライアスロン
スイム＋ラン＋ライドの 3 種目でゴール
を目指そう！ 3 歳〜小学 4 年生対象。

¥ 無料（ただし、キッズパラダイス入
場料が必要）

有効期限：2018 年 12 月 7 日〜
2019 年 3 月 31 日

※部屋タイプはおまかせ、小学生以下のお子様 2 名ま
で追加可能
※除外日／土曜休前日、年末年始期間 12/22 〜 1/3）

1～3月の毎月1回
長野県 ▶ P60

湯沢高原リフト・
ロープウェイご招待券
5 組 10 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 15 日〜
2019 年 3 月 31 日

71

場内ゴンドラ・リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様
有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケットカウンター
営業期間：2018 年 12 月 15 日〜
2019 年５月６日

群馬県 軽井沢スノーパーク

リフト 1 日券
ペア 10 組 20 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケットカウンター
営業期間：2018 年 12 月 8 日〜
2019 年 4 月 7 日

群馬県 ホワイトワールド尾瀬岩鞍

タイム計測会

キッズイベント

ワンコインで腕試しにチャレンジ！ ポー
ルコースを利用したタイム計測会を開

そり大会や親子チュービングリレーな
ど、家族で楽しめるイベントを毎週土日
に開催。参加してくれた子どもにはおや
つのプレゼントもあります！

催。 ¥ 100 円

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 15 日〜
2019 年 4 月 7 日（予定）

毎週土曜のほか全23回開催！
新潟県 ▶ P44

苗場スキー場

ゲレンデ打上花火
白いゲレンデと夜空に舞い上がる鮮やか
な花火は必見！ ¥ 無料

岐阜県 ▶ P63

ひるがの高原スキー場

長野県 ▶ P60

新潟県 GALA 湯沢

毎週土・日

小海リエックス・スキーバレー

毎週土・日

新潟県 湯沢高原スキー場

新潟県 ▶ P55

赤倉温泉スキー場

週末親子イベント

上越国際スキー場
福島県 星野リゾート

長野県 ▶ P60

北海道 ▶ P14 ～ 15

新潟県 ▶ P36 ～ 37

群馬県 たんばらスキーパーク

新潟県 ▶ P54

※ 1 月 19 日（土）の内容参照

3月23日（土）

毎週土・日（12月15日～4月7日）

群馬県 丸沼高原スキー場

※ 2 月 2 日（土）の内容参照

長野県 ▶ P44

※ 1 月 20 日（日）の内容参照

岩原スキー場

栃木県 マウントジーンズ那須

上国雪上運動会

トナッキーとじゃんけん大会

新潟県 ▶ P36 ～ 37

https://www.famiski.jp/

※ 2 月 3 日（日）の内容参照

象。 ¥ 500 円

※ 1 月 26 日（土）の内容参照

▶ファミスキ .jp サイト「リフト券プレゼン
トキャンペーン」にアクセス！

岩原雪上運動会

湯沢高原スキー場

キッズ宝さがし大会

応募方法

新潟県 ▶ P36 ～ 37

上越国際スキー場

軽井沢プリンスホテルスキー場

マウントジーンズ那須

ファミスキを応援する各地のスキー場から、ビッグなプレゼント！
大人リフト券や子どもリフト券、キッズパーク入場券、
さらには人気リゾートホテルの宿泊券など、
うれしいチケットが盛りだくさん！
ラッキーを手に入れて、ハッピーにスキーを楽しんじゃおう！

岩原スキー場

親 子 で ソ リ レ ー ス、
雪玉入れ競争、宝探
しなど。3 〜 12 歳対

栃木県 ▶ P49

251名様 に 当たります！

3月16日（土）

新潟県 ▶ P36 ～ 37

2 歳以上対象。 ¥ 無料（キッズランド
入場券または１日券、午後券が必要）

シャトレーゼスキーリゾート
八ヶ岳

キッズお菓子配り
午後 3 時過ぎに、スキーセンターやキッ
ズパーク周辺で、かわいい動物たちによ
るシャトレーゼのお菓子配りを実施！
子ども対象。 ¥ 無料

70

う！
お得に スキしよ
ファミ

2018/19 シーズン

マウントジーンズ那須

ハンターマウンテン塩原

1 日券パック

① 1 日券パック

大人通常 5,400 円

大人通常 5,700 円⇒特別価格 5,400円

1 日券＋食事券 1,000 円分

スキー場クーポン

⇒大人特別価格 4,900円

子供通常 4,500 円

⇒子供特別価格 4,000円

シニア（55 歳以上）通常 5,000 円

⇒特別価格 4,500円

1 日券＋食事券 1,000 円分
子供通常 4,700 円⇒特別価格 4,400円

②キッズパーク割引券
3 歳〜小学生通常 1,200 円

⇒特別価格 1,000 円

中学生以上通常 1,000 円⇒特別価格 900 円

ミシン目に沿って簡単に切り取れます！

GALA 湯沢

キリトリ

場内ゴンドラリフト 1 日券
場内ゴンドラリフト 1日券 + スクール 10％ off
【12/15 〜 3/31】
大人通常 4,600 円⇒特別価格 3,800円
小学生通常 2,300 円⇒特別価格 1,900円
【4/1 〜 5/6】
大人通常 4,600 円⇒特別価格 3,200円

軽井沢スノーパーク
リフト 1 日券＋温泉入浴券
【平日】
大人通常 4,040 円⇒特別価格 2,600円
子供通常 2,770 円⇒特別価格 1,600円
シニア通常 3,040 円⇒特別価格 1,600円
【土日祝】
大人通常 4,470 円⇒特別価格 3,500円
子供通常 3,040 円⇒特別価格 2,500円
シニア通常 3,470 円⇒特別価格 2,500円

ホワイトワールド
尾瀬岩鞍

丸沼高原スキー場

たんばらスキーパーク

岩鞍リゾートホテル

1 日券得々パック

1 日券 500 円 off

1 日券＋食事券 1,200 円分

日帰り温泉「市山の湯」割引券

大人通常 6,100 円⇒特別価格 5,400円
大人通常 600 円⇒特別価格 400円

長野県 タングラムスキーサーカス

新潟県 赤倉温泉スキー場

リフト 1 日券
10 名様

Mt.Naeba（苗場・かぐら共通）１日券
20 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 15 日〜
2019 年 3 月 31 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月８日〜
2019 年 4 月 7 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

大人通常 4,500 円⇒特別価格 4,000円

新潟県 苗場スキー場

※ 2018 年 12 月 28 日〜 2019 年 1 月 3 日は除く

引換場所：チケット売り場
営業期間： 2018 年 12 月 8 日〜
2019 年 3 月 31 日

子供（小学生）通常 3,000 円

⇒特別価格 2,500円

新潟県 岩原スキー場

シニア（50 歳以上・要証明書）通常 3,700 円

小人通常 400 円⇒特別価格 300円

⇒特別価格 3,200円

小学生通常 2,300 円⇒特別価格 1,600円

※特典として、レンタルセット、ウェアを定価
から 1,000 円割引

赤倉温泉スキー場

苗場スキー場

岩原スキー場

上越国際スキー場

湯沢高原スキー場

赤倉温泉 50 パック

苗場エリア 1 日券

大人リフト 1 日券
500 円 off

リフト１日券 500 円 off

1 日券＋食事券 1,000 円分＋
ソフトドリンク券 200 円

大人リフト 1 日券
500 円 off

通常価格より 800円引き

通常 4,000 円⇒特別価格 3,500円

通常 4,000 円⇒特別価格 3,500円

＆上越国際スキー場

長野県 白馬コルチナスキー場

長野県 野沢温泉スキー場

長野県 斑尾高原スキー場

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 15 日〜
2019 年 3 月 31 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 11 月 23 日〜
2019 年 5 月 6 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 15 日〜
2019 年 3 月 31 日

長野県 軽井沢プリンスホテルスキー場

長野県 白樺リゾート 池の平スノーパーク

リフト 1 日券
ペア 10 組 20 名様

ポタスノーランド入場券
ペア 10 組 20 名様

リフト 1 日券 ペア 10 組 20 名様
リフト半額券 ペア 20 組 40 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 22 日〜
2019 年 3 月 31 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 22 日〜
2019 年 3 月 31 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 11 月 23 日〜
2019 年 4 月 7 日

リフト１日券
ペア 5 組 10 名様

大人通常 4,200 円⇒特別価格 3,700円

岩原＆上国共通リフト
1 日ご招待券
10 組 20 名様

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

リフト 1 日券
ペア 10 組 20 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月８日〜
2019 年 4 月 7 日（予定）

子供通常 3,000 円⇒特別価格 2,500円
シニア通常 3,300 円⇒特別価格 2,800円

大人通常 6,000 円⇒特別価格 5,000円
シニア通常 5,000 円⇒特別価格 4,000円

ポタスノーランド入場券
お子様１名無料

アサマ 2000 パーク
ちびっ子広場無料券
通常 500 円⇒無料
※保護者の方、同伴の方も入場料が必要です

通常 500 円⇒お子様無料

白馬コルチナスキー場
日帰り 1 日券パック
大人リフト 1 日券 4,000 円 +
ランチ補助券 1,000 円 +
ホテル大浴場利用券 1,000 円分

大人通常 6,000 円⇒特別価格 4,500円

小人リフト 1 日券 2,400 円 +
ランチ補助券 800 円 +
ホテル大浴場利用券 500 円分

斑尾高原スキー場
大人エリア 1 日券パック
割引
大人エリア 1 日券＋
食事券 1,000 円分

ファミスキ限定！
おすすめファミリーパック
クーポン提示の上、親子で借りたらお得！
【11/12 〜 3/22】
（平日）貸具＋ウェア 大人 8,700 円／小
人 5,200 円 （土休日）貸具＋ウェア 大
人 9,200 円／小人 5,700 円
【3/23 〜 4/7】
（全日）貸具＋ウェア 大人 7,500 円／小
人 4,200 円

高鷲スノーパーク
高鷲ダイナ共通リフト 1 日券
【平日】

高鷲ダイナ共通リフト 1 日券割引
大人通常 4,900 円⇒特別価格 3,500円

【土日祝】

高鷲ダイナ共通リフト１日券＋
食事券 1,000 円分
大人通常 5,900 円⇒特別価格 5,600円

ふじてんスノーリゾート
リフト券＋食事パック
1,000 円 off

リフト 1 日券もしくは、スーパー
午後券（ナイター営業日のみ）
＋ 1,000 円相当の食事券

サンメドウズ清里
スキー場
1 日券

500 円 off

リフト 1 日券が通常価格より 500円引き
＊大人・子供・シニア共通

通常 5,500 円⇒特別価格 4,600円

シャトレーゼ
スキーリゾート八ヶ岳
リフト 1 日券 500 円 off

大人・子供・マスターのリフト 1 日券
から 500円割引

リフト 1 日券 + お食事パック券

（2019 年 2 月 1 日〜）

大人通常 4,800 円⇒特別価格 4,000円
子供・マスター通常 3,800 円

【土日祝】大人通常 5,500 円

※お食事券は平日 1,300 円／土日祝 800 円

⇒特別価格 3,000円

⇒特別価格 4,500円

ダイナランド

ひるがの高原スキー場

バブーンエリアパス割引券

リフト１日券パック

【平日】

通常 1,000 円⇒特別価格 900円

リフト１日券＋食事券 1,000 円
分＋ソフトドリンク 100 円券
大人通常 5,100 円⇒特別価格 4,600円

【土日祝日、12/29 〜 1/3】

子供通常 3,700 円⇒特別価格 3,000円

リフト 1 日券 +
施設利用券 1,000 円分

子供通常 4,000 円⇒特別価格 2,800円

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様
※一部除外日あり

引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 11 月 3 日〜
2019 年 3 月 31 日

長野県 アサマ 2000 パーク

シニア通常 4,600 円⇒特別価格 3,300円

【平日】大人通常 5,000 円

⇒特別価格 4,000円

リフト 1 日券パック

大人通常 5,200 円⇒特別価格 3,500円

小人通常 3,700 円⇒特別価格 2,700円

フジヤマスノーリゾート
イエティ

タングラム
スキーサーカス

キリトリ

白樺リゾート
池の平スノーパーク

小海リエックス・スキーバレー
リフト 1 日券 500 円 off
大人・子供・マスターのリフト 1 日券
から 500円割引

リフト 1 日券 + お食事パック券

（2019 年 2 月 1 日〜）

大人通常 4,800 円⇒特別価格 4,000円
子供・マスター通常 3,800 円

⇒特別価格 3,000円

※お食事券は平日 1,300 円／土日祝 800 円

鷲ヶ岳スキー場

ホワイトピアたかす

リフト１日券割引

子供リフト１日券

大人通常 4,300 円⇒特別価格 3,200円
子供通常 2,000 円⇒特別価格 1,500円
大人通常 4,300 円⇒特別価格 4,100円
子供通常 2,000 円⇒特別価格 1,900円

通常 2,000 円⇒特別価格 1,800円

岐阜県 ホワイトピアたかす

子供リフト 1 日券
20 名様

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 11 月 23 日〜
2019 年 3 月 31 日

岐阜県 高鷲スノーパーク

静岡県 フジヤマスノーリゾート イエティ

山梨県 ふじてんスノーリゾート

山梨県 サンメドウズ清里スキー場

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケットカウンター
営業期間：2018 年 10 月 19 日〜
2019 年 4 月 7 日

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月上旬〜
2019 年 4 月上旬

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 15 日〜
2019 年 4 月 7 日

特別招待券（リフト 1 日券）
5 組 10 名様

リフト 1 日券
ペア 10 組 20 名様

リフト 1 日券
ペア 10 組 20 名様

高鷲ダイナ共通リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

高鷲ダイナ共通リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

岐阜県 ダイナランド

岐阜県 ひるがの高原スキー場

岐阜県 鷲ヶ岳スキー場

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 8 日〜
2019 年 5 月 6 日（予定）

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月中旬〜
2019 年 3 月 24 日（予定）

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月下旬〜
2019 年 3 月 24 日（予定）

有効期限：2018-2019 シーズン終了まで
引換場所：チケット売り場
営業期間：2018 年 12 月 7 日〜
2019 年 4 月 7 日

リフト 1 日券
ペア 5 組 10 名様

リフト 1 日券
ペア 10 組 20 名様

キリトリ
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ハンターマウンテン塩原

マウントジーンズ那須

＊有効期限

＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで

2018/19 シーズン終了まで

＊受付場所

＊利用人数

①チケットショップ

1 枚につき 5 名様有効

②キッズパーク

＊受付場所

＊利用人数

ベースロッジ 2F チケット売場

1 枚につき 5 名様まで

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

パソコン・スマートフォンからも
クーポンをご利用になれます。
http://www.famiski.jp/coupon/

COUPON COUPON
たんばらスキーパーク

丸沼高原スキー場

＊有効期限

＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで

2018 年 12 月 22 日〜 2019 年 3 月 17 日

＊受付場所

＊受付場所

リゾートセンター内リフト券売場

リフト券売場

＊利用人数

＊利用人数

1 枚につき４名様まで

1 枚につき５名様まで

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

ホワイトワールド
尾瀬岩鞍
＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで
＊受付場所

岩鞍リゾートホテルフロント
＊利用人数

１枚につき５名様まで
※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※館内貸切やメン
テナンスなどによりご利用いただけない場合も
ございますので事前にご確認ください

軽井沢スノーパーク

GALA 湯沢

＊有効期限

＊有効期限

2018 年 12 月 22 日〜 2019 年 3 月 31 日

2018/19 シーズン終了まで

＊受付場所

＊受付場所

チケットカウンター

カワバンガスキーセンター 2F インフォ
メーションカウンター

＊利用人数

1 枚につき１家族様まで
※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

＊利用人数

1 枚につき 1 グループのみ
※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON
湯沢高原スキー場

上越国際スキー場

岩原スキー場

苗場スキー場

赤倉温泉スキー場

キリトリ

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

2018 年 12 月 15 日〜 2019 年３月 31 日

2018 年 12 月 15 日〜 2019 年 3 月 24 日

2018 年 12 月 15 日〜 2019 年 3 月 24 日

2018 年 12 月 8 日〜 2019 年 3 月 31 日

2018/19 シーズン終了まで

＊受付場所

＊受付場所

＊受付場所

※年末年始（12 月 28 日〜 1 月 6 日）を除く

＊受付場所

ロープウェイ山麓チケットカウンター

リフト券売場

リフト券売場

＊受付場所

リフト券売場

＊利用人数

＊利用人数

＊利用人数

苗場スキー場内リフト券売場

＊利用人数

1 枚につき 5 名様まで

1 枚につき 5 名様まで

1 枚につき 5 名様まで

＊利用人数

1 枚につき 1 家族まで

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください ※スマホ画面提示での割引はで
きません

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※大人リフト 1 日
券のみ利用可 ※岩原スキー場、上越国際ス
キー場共通

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※大人リフト 1 日
券のみ利用可 ※岩原スキー場、上越国際ス
キー場共通

1 枚につき 5 名様まで

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

タングラム
スキーサーカス

斑尾高原スキー場

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON
＊有効期限

2018 年 12 月 15 日〜 2019 年３月 31 日
＊受付場所

チケットセンター
＊利用人数

1 枚につき 10 名様まで
※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

白馬コルチナスキー場

アサマ 2000 パーク

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで

2018 年 12 月 22 日〜 2019 年 3 月 24 日

2018/19 シーズン終了まで

＊受付場所

＊受付場所

※積雪状況により開設期間が変動します

リフト券売場

リフト券売場

＊受付場所

＊利用人数

＊利用人数

リフト券売場

1 枚につき 1 家族様まで

1 枚につき 5 名様まで

＊利用人数

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

1 枚につき 1 名様

※現地追加 500 円でタングラムとの共通券へ変
更可能

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

白樺リゾート
池の平スノーパーク
＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで
＊受付場所

リフト券売場
＊利用人数

1 枚につきお子様 1 名様
※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON
小海リエックス・
スキーバレー

シャトレーゼ
スキーリゾート八ヶ岳

サンメドウズ清里
スキー場

ふじてんスノーリゾート

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで

2018/19 シーズン終了まで

2018 年 12 月 22 日〜 2019 年 3 月 31 日

＊受付場所

＊受付場所

＊受付場所

リフト券売場

リフト券売場

リフト券売場

＊利用人数

＊利用人数

＊利用人数

1 枚につき 5 名様まで

1 枚につき 5 名様まで

1 枚につき 5 名様まで

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

ホワイトピアたかす

鷲ヶ岳スキー場

ひるがの高原スキー場

ダイナランド

高鷲スノーパーク

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで

2018 年 12 月 22 日〜 2019 年 3 月 31 日

2018/19 シーズン終了まで

2018/19 シーズン終了まで

2018/19 シーズン終了まで

＊受付場所

＊受付場所

＊受付場所

＊受付場所

＊受付場所

リフト券売場

リフト券売場

リフト券売場

Baboon チケット販売所

リフト券売場

＊利用人数

＊利用人数

＊利用人数

＊利用人数

＊利用人数

1 枚につき 4 名様まで

1 枚につき 5 名様まで

1 枚につき 5 名様まで

1 枚につき 1 家族様

1 枚につき 5 名様まで

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください ※リフト券購入時に IC カード
預かり金として、別途 500 円をお預かりいたし
ます（IC カード返却時返金）

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併
用はできません ※クーポン利用後の払い戻
し、換金、再発行はできません ※スキー場の
諸事情により使用できない場合がありますの
で、ご了承ください ※キッズゲレンデ「Snow
Baboon」は 16 歳以上の大人に方に限り、当日
のリフト券提示でも利用可能です ※屋内遊具
スペース「Play Baboon」は 16 歳以上の大人
（保
護者）の方に限り、200 円で入場可能です

※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください ※リフト券購入時に IC カード
預り金として別途 500 円をお預かりいたしま
す。（IC カード返却時返金）

＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで
＊受付場所

センターハウスチケット売場
＊利用人数

1 枚につき 3 名様まで
※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください ※自動改札システムにより、ご
利用の際にお一人様につき別途保証金 500 円を
お預かりいたします ※ジュニア・シニア（60
歳以上）・身障者の方は、割引料金となりますの
でご利用いただけません ※ 12/19 〜 1/6 は
土日祝日料金となります

フジヤマスノーリゾート
イエティ
＊有効期限

2018/19 シーズン終了まで
＊受付場所

窓口提示
＊利用人数

1 枚につき１家族様まで
※他の割引券、クーポン券、企画券等との併用
はできません ※クーポン利用後の払い戻し、
換金、再発行はできません ※スキー場の諸事
情により使用できない場合がありますので、ご
了承ください

COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON

COUPON COUPON COUPON COUPON COUPON
キリトリ
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