
子どもの好奇心を引き出す「雪あそびAibe-Aibe」

磐梯 ファミリー ステイ
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冬のマウンテンリゾートは子どもが主役

「あいべ」とは会津の方言で「Let’s Go!」の意味。昔ながらの会津っ子のように、雪のなかで夢中になって
遊べるフィールドを用意しました。毎日開催されるたくさんのプログラムで、子ども達を飽きさせません。

上達保証付き・キッズ専門「アルツキッズアカデミー」

星野リゾート アルツ磐梯ではおなじみの「上達保証付きレッス
ン」。お子様専用クラスでは、専用のゲレンデにレッスン用の地形
を造成し、レベル別に子ども達の上達を徹底的にサポートします。

この冬「星野リゾート アルツ磐梯」では、お子さんの笑顔を満開にする多彩なプログラムを
ご⽤意しました。隣接する「星野リゾート 磐梯山温泉ホテル」を利⽤すれば、パパ・ママの負
担も最⼩限にできて、お⼦さんの笑顔を⾒逃すことはありません。

星野リゾート アルツ磐梯
営業期間：2015年12月19日〜2016年3月27日(予定)

アルツキッズアカデミー
対象年齢：４歳〜小学校６年⽣
料 ⾦：5,500円

星野リゾート 磐梯山温泉ホテル（福島県・会津磐梯エリア）

家族でカラフル雪像づくり 毎日 10：00〜15：00 無料

ちびっこスノーマウンテン 毎日 10：00〜15：00 無料

伝説の雪山たんけんウォーク 毎日 10：00〜11：00 無料

雪原滑⾛スノーラフティング 土日祝・12/26〜1/3 10：00〜15：00 1,000円／10分

家族のBohBohキッチン 毎日 13：00〜15：00 参加費無料・⾷材は有料

ソリ＆ストライダー ミニパーク 毎日 10：00〜15：00 無料・レンタルは有料



Press Release (2015/10/13） 星野リゾート 磐梯山温泉ホテル（福島県・会津磐梯エリア）

お好みに合わせて選べる客室で快適ステイ

「星野リゾート 磐梯山温泉ホテル」は、メゾネットタ
イプのほか、ゴロゴロベッド、２段ベッドなどご家族で
の滞在におすすめの部屋タイプが多数ございます。一日
じゅう雪山で遊んだあとも、徒歩１分のホテルだから、
疲れを残さずに次の日を迎えられます。

アクセスサポート

天候が悪くても安心のホテル内での体験アクティビティ

ホテル内でも複数のアクティビティをご用意しました。大雪などでゲレンデで遊べないとき、雪遊びに飽き
ちゃった時にも安心です。地元の⺠芸品・赤べこや起き上がりこぼしへの絵付け体験、天気が悪いとき限定
のスライドショーなど、磐梯ならではの魅⼒を揃えました。

◆ＪR郡山駅＝ホテル 無料シャトルバス
期 間：2015年12月19日〜2015年3月22日
時 間：10：00〜16：00
予 約：不要

◆ ホテル＝ゲレンデ 無料ゲレンデリムジン

期 間：2015年12月19日〜2015年3月22日
時 間：10：00〜16：00
予 約：不要

ホテル利⽤者以外のお客様は有料となります

星野リゾート 磐梯山温泉ホテル

このリリースに関するお問合せ

星野リゾート グループ広報

TEL：03-5159-6323 FAX：03-6238-
6853

E-mail：pr-info@hoshinoresort.com

磐梯山の麓、猪苗代湖をみおろす絶好のロケーションに建つリ
ゾートホテル。周囲を自然に囲まれ、春夏秋冬をとおして、刻々
と変化する季節ごとのパノラマをお愉しみいただけます。

宿泊料 １室14,500円〜（１泊２食付き・税サ込）

第２ペアリフト＆スノーエスカレーターが無料

ゲレンデ⻄側の「ビギナー＆ファミリーエリア」にか

かる第２ペアリフトとスノーエスカレーターは無料で

乗り放題（モバイル会員限定）リーズナブルだから思
う存分愉しめます。

磐梯 phoneシアター
開催期間：荒天時
開催時間：天候により開催時刻を決定 無料

匠クラフト体験（絵付け体験）
開催期間：毎日
開催時間：18：00〜21：00 有料



磐梯 白銀のガールズステイ
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体を目覚めさせる多彩な魅⼒

外で思いっきり遊んだあとは、冷

えた体を温泉であたためて明日に
備えましょう。会津スパ「AUN」
では、穏やかなオイルトリートメ
ントが１日の疲れを癒し、快適な
眠りへ導きます。

上達保証つきレッスン

星野リゾート 磐梯山温泉ホテル（福島県・会津磐梯エリア）

寒い冬こそマウンテンリゾートでアクティブに輝く

Morning

爽朝ストレッチ
Day

磐梯 天空カフェ

Night
会津スパ「AUN」

滑り疲れたら、ゴンドラ⼭頂駅にあ

る宿泊者専用ラウンジへ。絶景とと
もにオリジナルスイーツが楽しめま
す。
営業期間 12月19日〜3月27日(予定)
営業時間 11：00〜15：30

１日のはじまりはストレッチから。
暖かいプールサイドで体を伸ばすこ
とで、寒さで縮こまりがちな体を目
覚めさせましょう。
開催時間 ８：00〜8：30
開催場所 プールサイド

上達保証つきマウンテンアカデミーで初心者でも愉しめる
併設する「星野リゾート アルツ磐梯」ならホテルから徒歩１分。自慢のマウンテンアカデ
ミーは上達を実感できなかったら全額返⾦（！）の「上達保証つき」。レンタルも充実してい

るから初⼼者の⼥性だけでも安⼼してトライできます。

星野リゾート アルツ磐梯 営業期間：2015年12月19日〜2016年3月27日（予定）

寒い冬、ついつい引きこもりごちになる季節です。そんな冬こそ、アクティブに体を動かすこ
とでますます輝く⼥性に近づきます。「星野リゾート 磐梯山温泉ホテル」では、寒い冬こそ
アクティブに過ごす滞在をご提案します。



「会津モダン」をテーマとした客室は赤や
ピンクが基調のデザイン。メゾネットタイ
プなら、ゆったりとしたソファで⼥性どう

しのおしゃべりも弾みます。
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星野リゾート 磐梯山温泉ホテル

このリリースに関するお問合せ

星野リゾート グループ広報

TEL：03-5159-6323 FAX：03-6238-6853
E-mail：pr-info@hoshinoresort.com

磐梯山の麓、猪苗代湖をみおろす絶好のロケーションに建つリ
ゾートホテル。周囲を自然に囲まれ、春夏秋冬をとおして、刻々
と変化する季節ごとのパノラマをお愉しみいただけます。

レストラン「KisseKisse」は、好きな料理を好きなタイ
ミングでおとりいただける「コースビュッフェ」スタイ
ル。お食事前には、ひとさじのおもてなし「ワンスプー
ン」と季節のアペリティフをご提供します。

滞在をいろどる食と体験

「星野リゾート アルツ磐梯」に宿泊者限定のプライ
ベートBARがオープンします。ホテルから雪上⾞で20
分、昼間のゲレンデから一変した静寂の大雪原のなか、
星あかりがふたりを包みます。

●会津 Sake Bar
開催期間：毎日
開催時間：20：00〜22：00

●レストランKisseKisse
営業期間：17：30〜21：30
ラストオーダー21：00

本日のお酒とおつまみセット
1,500円〜

ラウンジに日本酒BARが誕生。酒処会津の33ヶ所の酒蔵
すべてから自慢の日本酒をご用意しました。地元ならでは
の貴重な銘柄や、日本酒を使用したカクテルまでお休み前
のひとときをごゆっくりおくつろぎいただけます。

宿泊料 １室14,500円〜（１泊２食付き・税サ込）

⼥⼦旅に最適な客室

●プライベート星空BAR
開催期間：2015年12月26日〜2016年3月13日の毎週土曜

開催時間：20：00〜21：30
料 ⾦：7,000円（２ドリンク＋おつまみ）
定 員：１日１組限定２名様まで



星野リゾート トマム（北海道・勇払郡）
〜氷点下20℃の、暖かい銀世界〜

氷の街「アイスビレッジ」 2016

北海道新千歳空港から最も近い道内最⼤級のリゾートホテル「星野リゾート トマム」では、
2015年12月1日〜3月中旬まで氷の街「アイスビレッジ」がオープンします。冬の訪れから終わりまでを
５つの季節に分けて表現し、寒さをも楽しみにかえる「冬の非日常世界の新しい過ごし方」をご提案致します。
21周年をむかえる今年は、さらにパワーアップした氷の街で、素敵な極寒体験をお楽しみください。

期間 2015年12月1日〜2016年3月中旬 ※気温上昇、降雪状況による
（参考：2014-15シーズン 3月22日、2013-14シーズン 3月9日、2012-13シーズン3月17日まで開催）
時間 17:00〜22:00（21：30最終入場）※各コンテンツにより異なる
料⾦ 無料（各イベントなど有料のものもございます） ※気温上昇、雨などの天候により、中止になる場合があります。
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POWER UP !

＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

昨年は氷の学校の⼀部にあったコーナーが、今年は映画館として独⽴して登場。
雪や氷の美しく、不思議な世界に包まる体験を音と光と映像を使い表現。
3Dプロジェクションマッピングを使い、氷と雪の物語へ引き込みます。

期間 12月12日〜3月中旬 時間 17:00〜22:00

RENEWAL

-20℃のトマムの冬の夜にだけ現れる、雪と氷の街「アイスビレッジ」では、スケートリンクや氷の滑り台、
氷だけでできている氷の教会など、寒さを活かした幻想的な雰囲気の中でさまざまな体験をご用意。

氷のシアター

複数のアイススケーターが氷の上で繰り広げる
様々なシンクロが新しいフィギアスケートの
アイスショーです。氷上で⾒せる華麗な技が
リズミカルにシンクロしていく様、その
ダイナミックな演技は観客を魅了します。

期間 12月27日、28日、29日 所要時間 20分〜30分
(ショー5分＋スケーターと⼀緒に滑⾛体験10〜15分)
料⾦ ショー 無料、滑⾛ スケート靴代のみ

シンクロナイズドアイススケートショー
期間限定



アイスリンク

スノーパーク

＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

氷の滑り台
展望台からアイスビレッジの街の
中に滑り降りることができます。
アイスビレッジ内一番人気ので、
大人も子供も夢中になるアイテム。

期間 12月12日〜3月中旬
時間 17:00〜22:00

氷のバー

アイスリンク

氷のレストラン
テーブルも椅子も氷でできた
幻想的な氷のレストランでは、
手軽に極寒での非日常の
食体験ができます。人気
NO.1は熱々チーズフォンデュ。

期間 12月12⽇〜3月中旬
時間 17:00〜22:00（21:30L.O）
料⾦ チーズフォンデュ 3,000円（2人前）、
スープ 700円、ホットアップルワイン 800円他

氷でできているバーカウンターやイス、
テーブルに囲まれて、氷でできたグラスで
お好みのカクテルをお楽しみいただけます。

期間 12月12日〜3月中旬 時間 17:00〜22:00（21:45L.O）
料⾦ 氷のグラスつきアルコール 1,000円〜

ソフトドリンク 800円〜、ホットドリンク500円、他

氷の学校
3つの体験を授業形式で楽しく学なびながら体験できます。

■理科「雪の結晶レプリカ作り」
雪の結晶を採って、マイナス30度の特殊な
液体で固めてお持ち帰りいただけます。
※雪の結晶が採取可能な日のみ。
■図工「氷のグラス作り」
作った氷のグラスでカクテルを
お飲みいただくことができます。
■家庭科「メープルトフィー作り」
昨年は期間限定で開催していましたが、
今年はレギュラーメニューになりました。
煮詰めたメープルシロップを棒に巻き付けて
食べるカナダのお菓子。子ども達に大人気！

期間 12月12日〜3月中旬 時間 17:00〜21:30 所要時間 50分
（1限目：17:30〜、2限目：18:30〜、3限目19:30〜、4限目20:30〜）
料⾦ 雪の結晶レプリカ作り1,500円（体験＋キーホルダー付）

氷のグラス作り（飲み物付）1,500円
メープルトフィー500円

当日現地受付

北海道で活動するアーティストの

作品を中⼼に、⼤切な⼈に送り

たくなる逸品を集めました。

期間 12月12⽇〜3月中旬
時間 17:00〜22:00
料⾦ ポストカード（切⼿代込み）200円〜、

アクセサリー、キッチン小物、革製品など

光と音で演出された、雪と氷の
スケートリンク。アイスリンクを
滑っていると光がキラキラきらめき、

幻想的な気分を味わえます。
期間 12月19⽇〜3月中旬
時間 17:00〜21:45
料⾦ 大人1,000円 小学生500円（靴代）

未就学時 無料

氷の雑貨屋

氷のメインゲート
アイスビレッジへの出⼊⼝。パスポートを⾒せて氷の世界に

入ります。パスポートはスタンプラリーにもなっていています。

期間 12月12⽇〜3月中旬 ※宿泊客はチェックイン時1人1枚配布

POWER UP！！！！

大人気
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Sweets Party 2月1日〜2月29日

ポップで楽しいムードが村全体を包みます。昨年好評の「スイーツ

ビュッフェ」や、今年から「極寒生キャラメル作り体験」が楽しめます。

スイーツビュッフェ
氷のレストランにこの時期限定で登場。氷のボードに並ぶスイーツは⾒ても

食べても楽しめます。店内もスイーツカラー
一色になりポップで幻想的です。

氷のホテル
アイスシェルでできたホテル。氷のベットや
ソファーなど、氷の世界を存分に体験できます。

期間 1月8⽇〜2月29日 ⾒学時間 17:00〜22:00
宿泊体験 23:00〜翌朝8:00 料⾦ 1名20,000円
定員 3名 小学生以上 要予約
※ザ・タワー、リゾナーレ トマムに宿泊している方のみ体験可能

期間 2月1⽇〜2月29日
時間 17:00〜22:00(L.O 21:30)
料⾦ 大人1,500円 子ども1,000円

Christmas 12月１日〜12月25日

アイスビレッジ全体がクリスマスムードに包まれます。「サンタの家」が登場し、事前にご両親がご用意
したクリスマスプレゼントがサンタからもらえる「ミートサンタ at サンタの家」や、クリスマス時期に
届く「クリスマスメッセージカード」でクリスマス気分を満喫できます。

氷の街の「季節の祝祭」５シーズン
季節の移ろいに合わせ、氷にまつわる５つの「季節の祝祭」を紹介いたします。
それぞれの季節ごとに違った表情を魅せるイベントをお楽しみください。

＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

New Year  12月26日〜1月7日

アイスドーム制作の裏側を覗く「バックヤードツアー」や、「カウントダウンパーティー」など村の
イベントが続きます。氷上のシンクロ競技である「シンクロナイズドアイススケートショー」も実施予定。
今年は新たに氷の中からアイスビレッジオリジナルコインを削りだす「氷のお年⽟」も新年の
お祝いとしてご用意しています。

Blue Festa 1月8日〜1月31日

「氷の教会」「氷のホテル」が完成し、氷の神様をアイスビレッジに
お迎えする「ブルースカイイルミネーション〜⻘と⽩の祭典〜」が
⾏われ、氷の街が⼀番賑わいを増す「祈りの花⽕」が毎⽇アイス

ビレッジを彩ります。

Spring Carnivel 3月1日〜3月中旬
春を迎える氷の村で、雪と遊ぶとてもアクティブな期間です。「スノーファイト」「スノーフラッグ」
「氷上ボーリング」など、雪国ならではのスポーツを経験できます。また、「キャンドルナイト」では、
お客様にもキャンドルに火を灯していただき、春のアイスビレッジをさらに暖かい光で灯します。

氷の教会
アイスシェルでできた
教会は氷の世界の真骨頂。
氷の教会では結婚式が
⾏われ、挙式後はアイス
ビレッジに来場のお客様と
一緒に⻘と白の花火で
幸せをお祈りします。

挙式期間 1月9日〜2月14日
時間 17:00、19:00

教会⾒学 1月8日〜2月14日
時間 20:00〜22:00

POWER UP！！！！

POWER UP！！！！

星野リゾート トマム ／ 星野リゾート リゾナーレ トマム
北海道の中心に位置する滞在型スノーリゾート。全28コース、初心者から上級者まで
極寒のトマムが作り出す上質な雪を楽しめます。東京ドーム213個分の敷地内には、
ホテル、レストラン、インドアウェイブプール、氷の街並みが幻想的なアイスビレッジ
などゲレンデ以外の滞在も充実。非日常な時間を過ごすことが出来る北海道でも
最大級のリゾートエリアです。1泊朝食付き11,000円（2名1室利⽤時1名分）

客室数：ザ・タワー570室、リゾナーレ トマム200室
住所：〒 079-2204 北海道勇払郡占冠村中トマム TEL：0167-58-1013

2015年に4年ぶりに復活！
宿泊体験も可能！
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星野リゾート トマム（北海道）では、2015年11月28日、2013年から3年連続でゲレンデをリニューアル！

最新⼈⼯降雪機導⼊、トマムのシーズンパス1枚で日本とアメリカの合計6つのスキー場の利⽤が可能、タワーマウン

テンエリアの3つの進化など、初心者から上級者まで、快適に楽しくゲレンデを楽しむことができるようになります。

星野リゾート トマム（北海道）

トマムスキー場 ゲレンデ改革第三弾

3年連続 トマムの進化が止まらない！
〜ゲレンデ利⽤がますます快適になる3つの進化〜

⼈⼯降雪機導⼊！今年の初滑りはトマムへ
気候条件に左右されず12月初旬のスキー場営業を開始できるようになります。

タワーマウンテン3エリア進化
ファミリーゲレンデ「ニポの森」が約1.5倍に拡大
環境に配慮した新エコエリア「アカゲラの森」「エリア11」が誕生

日本初「ロッキーマウンテンスーパーパスプラス」にトマムが参入
トマムのシーズンパス1枚で、日本とアメリカの6つのスキー場の利⽤が可能になります。
合計 501コース、リフト87基を楽しみ尽くせます！

●POINT1

●POINT2

●POINT3

▶▶▶それぞれの詳細は次のページへ
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●POINT1

⼈⼯降雪機導⼊！

●POINT2

日本初「ロッキーマウンテンスーパーパスプラス」に

トマムが参入

〜合計 501コース、リフト87基を楽しみ尽くせ！〜

●POINT3

タワーマウンテン3エリア進化

●スキー場営業期間：2015年11月28⽇（⼟）〜2016年4月3日（日）

●リフト運⾏時間：⽇中営業 9:00〜16:00（タワーエキスプレスは8:45〜）

●ナイター営業日時：2015年12月23⽇（⽔）〜2016年4月2日（土）

16:00〜19:00

●リフト料⾦：1日券大人5,400円、小学生・シニア3,800円

●リフト・ゴンドラ数：6基（ゴンドラ1基、クワッド3基、ペア2基）

●コース数：28本 （上級4本、中級14本、初級9本、初心者1本）

●標高差：699m（1239m〜540m）

●スキーコース面積：145ha

●総滑⾛距離：約21.3km

●最⼤斜度：35度

●平均積雪：山麓130cm 山頂160cm

●最⻑滑⾛距離：4200m （コース名 シルバーベル）

●利⽤者⽐率：スキーヤー65％、スノーボーダー35％

＜ ゲレンデ基本情報 ＞

ザ・タワーマウンテン一部抜粋地図
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▶ファミリーゲレンデ「ニポの森」が約1.5倍に拡大

タワーマウンテン中腹より下部に位置する初心者向けファミリーゲレンデ「ニポの山」。

そのエリア内でツリーランなどが楽しめるのがニポの森です。今年は、ツリーラン⾯積と

ルートが増え、初⼼者でも気軽に滑⾛をお楽しみいただけるように進化します。

▶環境に配慮した新エコエリア「アカゲラの森」「エリア11」が誕生
「アカゲラの森」、「エリア11」共に、非圧雪のふかふか雪の上を滑⾛できる林間コース
です。従来のコース概念を取り払い、極⼒⽊々を残し、より環境に配慮しながら、

より自然を体感できる新エコエリアです。

＜ 3つの進化をご紹介 ＞

2013年から3年連続でゲレンデをリニューアル！⼈⼯降雪機導⼊、トマムのシーズンパス1枚で日本とアメリカの

合計6つのスキー場の利⽤が可能、タワーマウンテンエリアの進化など、初心者のお子さまから

上級者の方まで、快適に楽しくゲレンデを楽しむことができるようになる3つの進化をさらに詳しくご紹介します。

最新の⼈⼯降雪機導⼊により、気候条件に

左右されずにスキー場営業を開始できるように
なります。雪がつくりやすい「寒さ」がある
トマムの環境を最大限に活かした取り組みです。

今年の初滑りはトマムへ

スキーの世界的なメッカであるアメリカコロラド州のスノーリゾート

3カ所が連携して組織する「ロッキーマウンテンスーパーパスプラス」。

提携先の各リゾートで、最大7日間までリフト券が無料になります。

よりスムーズでリーズナブルに多数のスキー場をお楽しみいただけます。
＜参画スキー場＞

●北⽶エリア：ウィンターパーク、カッパーマウンテン、スチームボート

●日本：星野リゾート トマム、星野リゾート アルツ磐梯、裏磐梯猫魔スキー場

▼詳細は公式サイトをご参照ください

http://www.skicolorado.com/index.html

＜設置コース＞
・ハローニポ
・森のローラーコースター

＜⼈⼯降雪機イメージ＞



2013年11月30日 ゲレンデリニューアル第１弾「新リフト架け替えと新コース増設」
1.新クワッドリフト「トマムエキスプレス」誕生

スピードが早くなり、利便性が向上したリフトです。【スペック】傾斜⻑1,401m 高低差275m、輸送人員（人/時）1000人
2.東⻄エリア「直結」！新2人乗りリフト「ロマンスチェア」誕生

移動が便利な2人乗りセイフティバー付リフトです。【スペック】傾斜⻑644m 高低差143m、輸送人員（人/時）1200人
3.新林間コース「クネクネフォレスト」が誕⽣
森の中での滑⾛が楽しめる新コース「クネクネフォレスト」が誕⽣！合計２５コースに！

4.ゲレンデ0分、部屋から直⾏
スノーブーツをはいたままホテル（部屋）とゲレンデを自由に出入りが可能になりました。

5.ファミリーゲレンデ「大拡張」
中上級キッズ向けエリア「チョッカリ山」と初級キッズ向けエリア「ニポの山」の２エリアに分かれて、楽しみが倍増！

2014年11月29日 ゲレンデリニューアル第2弾「⾼速リフトの新設とコースレイアウトの変更」
6.山頂まで快適＆高速アクセス！フード付き高速クワッドリフト「パウダーエキスプレス」が誕生

標高差５０８mを乗⾞時間７分半で⼀気にアクセスできるクワッドリフト。架け替え前のシングルチェアリフトと⽐較すると、

速度は秒速2mから秒速4mで２倍に、輸送能⼒は1時間あたり360名から1200人で3倍にパワーアップ！

7.タワーマウンテンエリアに非圧雪コース「グランプリZ」が誕生

知る⼈ぞ知るコースだったコースのレイアウトを変更し「グランプリZ」として復活オープン。

最⼤斜度３０度の非圧雪コースで、タワーエキスプレスで効率よく楽しめるようになりました。

8.ファミリーに絶大な人気の「ニポタウン」エリアが拡大

初⼼者のリフトデビュー、スキーデビューを応援するお⼦さま専⽤ゲレンデです。無料で乗⾞できるスノーエスカレーターを

完備した、レッスン専用コース、スノーストライダーコースなどを有するスノースポーツデビューエリアが拡大しました。

9.初級者も安⼼して滑⾛できる「サンシャイン」が誕⽣

タワーエキスプレス⼭頂から初級者も安⼼して滑⾛が可能な「サンシャイン」が新たに誕⽣。

これにより、初級者がバスに乗らなくてもトマムマウンテンエリアに移動が可能となりました。

10.中級者も楽しめる「パノラマリッジ」が誕生

パウダーエキスプレス⼭頂から中級者も楽しめる圧雪コースが誕⽣。トマムエリアを⼀望出来るパノラマも魅⼒です。

7.「グランプリZ」誕生

3.「クネクネフォレスト」誕生

2.「ロマンスチェア」誕生

5.ファミリーゲレンデ「大拡

張」

1.「トマムエキスプレス」誕生

8.ニポタウンエリア拡

大
4.ゲレンデ０分、部屋から「直⾏」

6.「パウダーエキスプレス」誕生

<2013〜2014年のゲレンデリニューアル>

9.「サンシャイン」誕生

10.「パノラマリッジ」誕生
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＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

星野リゾート トマム／星野リゾート リゾナーレ トマム
北海道の中心に位置する滞在型スノーリゾート。全28コース、初心者から上級者まで極寒のトマムが
作り出す上質な雪を思う存分楽しめます。東京ドーム213個分の敷地内には、ホテル、レストラン、
インドアウェイブプール、氷の街並みが幻想的なアイスビレッジなど、ゲレンデ以外の滞在も充実。
非日常な時間を過ごすことができる北海道でも最大級のリゾートエリアです。
1泊朝食付き11,000円（2名1室利⽤時1名分）客室数：ザ・タワー570室、リゾナーレ トマム200室
住所：〒 079-2204 北海道勇払郡占冠村中トマム TEL：0167-58-1013



星野リゾート トマム（北海道）

初登場「霧氷テラス」で冬山の神秘体験
〜どなたでも⾏ける標高1088mの絶景ポイント〜

Press Release(2015/10/13）

北海道新千歳空港から最も近い道内最⼤級のリゾートホテル「星野リゾート トマム」では、2016年冬、
標高1088mにある雲海テラスが「霧氷テラス（むひょうてらす）」となって新しく登場します。
雲海ゴンドラで13分の空中散歩を楽しんで、その先に霧氷の真っ白な神秘世界が広がります。
滑らなくても、誰でも気軽に⾜を運ぶ事ができる冬⼭の非⽇常体験をお楽しみください。

自然のアート「霧氷テラス」初登
場

〜標高1088mの冬の絶景ポイント〜

氷点下の環境がつくり出すトマムならではの絶景。
霧氷（むひょう）とは、氷点下約2〜10℃の間で
霧が樹木に付着する氷のことです。
十勝晴れの中、氷に彩られた木々が⻘空との美し
いコントラストをご覧いただけます。

期間 2015年12月1日〜2016年3月31日
時間 9:00〜15:30（ゴンドラ営業終了30分前まで）

料⾦ 大人1,900円 小学生1,200円（税込）

※4名乗りゴンドラの往復チケット1名様料⾦
場所 霧氷テラス（夏期「雲海テラス」）

てんぼうかふぇ

冬期営業「霧氷コーヒー」
氷でできたイスやテーブルが並ぶ絶景カフェ。
霧氷をイメージした飴細工でアレンジを加え
た冬期限定の霧氷コーヒー（500円〜）。

＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

星野リゾート トマム／星野リゾート リゾナーレ トマム
北海道の中心に位置する滞在型スノーリゾート。全28コース、初心者から上級者まで極寒のトマムが作り出す
上質な雪を思う存分楽しめます。東京ドーム213個分の敷地内には、ホテル、レストラン、インドアウェイブプール、
氷の街並みが幻想的なアイスビレッジなど、ゲレンデ以外の滞在も充実。非日常な時間を過ごすことができる
北海道でも最大級のリゾートエリアです。
1泊朝食付き11,000円（2名1室利⽤時1名分）客室数：ザ・タワー570室、リゾナーレ トマム200室
住所：〒 079-2204 北海道勇払郡占冠村中トマム TEL：0167-58-1013

NEW

「氷の彫刻エリア」が誕生
霧氷テラスでは、寒さを活かし、
氷の造作物が並びます。

「雪山さんぽ道」が誕生
2015年の夏期に完成した新雲海テラス
「Cloud walk（クラウドウォーク）」
までの雪山さんぽ道が誕生します。

滑らない⽅も楽しめちゃう雪⼭の過ごし⽅＊＊

む ひ ょ う



星野リゾート トマム（北海道・勇払郡）

〜家族でパウダースノーデビュー〜

ふかふか雪を体験！北海道スノーリゾートステイ

“デビューの聖地”を目指すファミリーリゾート「星野リゾート リゾナーレ トマム」では、雪山リゾートならではの
“はじめて体験”をサポートするため、家族向けの様々な過ごし方をご提案します。「ままらくだ委員会」の取り組みを
中心とした、家族が嬉しい工夫も盛りだくさんなので、小さなお子さま連れのご家族も安心。
この冬は家族揃ってトマムステイをお楽しみください。
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＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

雪遊びデビューにぴったり!本物の雪を知る
スノーパーク「ニポタウン」や、氷の街「アイスビレッジ」など滑れる子も滑れない子も楽しめるエリアがいっぱい。
ふかふかの新雪を楽しめるアクティビティもご用意しています。小さなお子さまの雪遊びデビューにぴったりです。

初めてのファミリースノーピクニック
森の中にある山小屋を目指して、みんなでピクニックへ出かけましょう！
のんびり森を抜け、ふかふか雪でそり遊び。最後に焼きマシュマロを焼いて
みんなで食べましょう。北海道ならではの冬の楽しみ方を家族で体感できます。

期間 12月下旬〜3月下旬 ※降雪状況により判断 時間 9:00〜11:00、13:00〜15:00
料⾦ 大人（中学生〜）4,500円、子ども（3歳〜小学生）3,500円 定員 2〜10名

ニポタウン
スノーキッズパーク「ニポタウン」で雪遊びデビュー！スキーの練習を
したい子だけでなく、雪あそびエリアや、今年コースを拡張した
スノーストライダーなど滑れないお子さまも楽しめます。

期間 12月1日〜4月3日 ※積雪、融雪状況によって変動する場合がございます。
時間 9:00〜16:00（3月1⽇以降は16:30まで）※悪天候時は運休する場合もございます。

POWER UP!



リゾナーレ トマムではおむつや離乳⾷、移動時に
便利な「ままらくだバック」など嬉しいアイテムを
無料で利⽤可能です。

未就学のお子さまは「ニポのスキー学校」へ。トマムに棲む森の妖精
「ニポ」とお揃いの衣装を着てレッスンできます。今シーズンからお
子様の上達具合が一目でわかる「上達ノート」が登場！お子さまの
モチベーションアップや次回受講の際の目安になります。
小学生のお子さまは「チョッカリ大魔神の魔界学校」へ。

※詳しくは別紙参照
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＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

ままらくだ委員会でママらくちん
「ままらくだ委員会」では、実際のママの声をうけて、おむつの無料配布や、
ビュッフェレストランでの無料離乳⾷の提供など、ママの負担を軽減するための
様々な取り組みを実施。家族ステイをしっかりサポートいたします。

展望ジェットバスが完備された、広々と過ごせるスイートルーム。
便利でママにうれしいグッズをご用意しています。（120㎡全４部屋）

【備品】おむつ専用ゴミ箱、補助便座、パジャマ、ベビーハンガー、加湿器付空気清浄機、
哺乳瓶消毒ケース、DVDプレーヤー、温度調整付きポット、土足厳禁マット、踏み台

【玩具】DVDプレーヤー、おもちゃ（お部屋用）
【アメニティ】お尻拭き、ベビーオイル、ベビーボディソープ など

7大アレルゲン対応の「無料離乳⾷」を
予約不要でご利⽤いただけます。また、

2015年夏にリニューアルした
「ままらくだビュッフェカート」も
ご用意。小さなお子さまと一緒でも、
トレー台付きのカートで⼀緒にお料理を

選べます。ニニヌプリの「ぱくぱく広場」
では、食事と遊ぶ場所が共存していて、ファミリーに嬉しい場所です。
「無料離乳⾷」…プラチナム、ビュッフェレストランhal、森のレストラン ニニヌプリ
「ままらくだビュッフェカート」…ビュッフェレストランhal、森のレストラン ニニヌプリ
「ぱくぱく広場」…森のレストラン ニニヌプリ

レストラン

ままらくだスイートルーム

スキー、スノーボードデビュー&上達にぴったり！
スキースノーボードをする⼦ども達の冒険⼼や好奇⼼、チャレンジ精神を刺激するストーリー展開と滑るだけでいつの間に

か上達してしまう世界初『ストーリー型ファミリーゲレンデ』ストーリーにそってレッスンが組まれているため、
楽しみながら自然にスキー・スノーボードが上達します。

冬の山をひとりじめ！

雪上⾞で⾏く狩振岳デイキャンプ
トマム近郊、狩振岳エリアの森の中へ雪上⾞に乗って出かけます。
森の中にある秘密基地（パオ）でランチを食べ、ふかふかの新雪の中を散策。
冬の北海道、屋外で過ごすひとときを満喫するデイキャンプです。

期間 12月19日〜1月8日、1月12日〜3月31日の平日 時間 9:20〜15:00（移動時間込み）
大人（中学生〜） 10,000円 子ども（7歳〜小学生） 7,000円 定員 2〜13名 予約 要予約

氷の街「アイスビレッジ」
-20℃のトマムの冬の夜にだけ現れる、雪と氷の街「アイスビレッジ」では、光と音の
スケートリンクや氷の滑り台、氷のレストランなど、寒さを活かした幻想的な雰囲気の中で
夜の滞在を楽しめます。 期間 2015年12月1日〜2016年3月中旬

時間 17:00〜22:00（21：30最終入場）
料⾦ 無料（各イベントなど有料のものもございます）
※気温上昇、雨などの天候により、中止になる場合があります。

POWER UP!

森のレストラン「ニニヌプリ」 ビュッフェダイニンング「hal」

期間 12月1日〜4月3日
時間 レッスンメニューによります。
料⾦ 3,500円〜※時期、メニューによります。



日本最大級のインドアウェイブプールで、
常夏リゾート気分！
プールの後は、露天風呂でリラックス。
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＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

星野リゾート トマム ／ 星野リゾート リゾナーレ トマム
北海道の中心に位置する滞在型スノーリゾート。全28コース、初心者から上級者まで
極寒のトマムが作り出す上質な雪を楽しめます。東京ドーム213個分の敷地内には、
ホテル、レストラン、インドアウェイブプール、氷の街並みが幻想的なアイスビレッジ
などゲレンデ以外の滞在も充実。非日常な時間を過ごすことが出来る北海道でも
最大級のリゾートエリアです。1泊朝食付き11,000円（2名1室利⽤時1名分）

客室数：ザ・タワー570室、リゾナーレ トマム200室
住所：〒 079-2204 北海道勇払郡占冠村中トマム TEL：0167-58-1013

Books＆Café
お気に入りの本を読みながら、ゆったりとコーヒーなどを
お飲みいただける寛ぎの空間です。ベストセラーをはじめ、
美しい写真集や、旅の本など約500冊の
多彩な本が並びます。

SPA Etuk（エトク）
アイヌ後で “水源”を意味する「エトク」。
白樺やハスカップなどを使用し、美肌・

快眠・リラックス・デトックスなどに
内面からアプローチします。

大人時間も楽しめる
体を癒すスパやBooks&Caféなど、大人が楽しめる
コンテンツも盛りだくさん。託児プログラムもご用意
しているので、大人だけで楽しむ時間も作れます。

グリーンキッチン
氷の教会

GAO 託児

「託児室」ちょっとした合間の30分でもお預かり可能な託児

プランをご用意。（8ヶ月以上〜6歳以下の就学前まで）

■アウトドアアクティビティやクラフト作り体験など、
３歳でも参加できるプログラムが多数。

■「キッズプール」水深30cmのお子さま専用のプールは、
水遊びデビューにぴったりです。

■「水遊びパンツ」乳幼児のお子さまでもはしゃいで楽しめる、
水遊び専用のおむつをご用意しています（販売）

■「ままらくだお風呂セット」大浴場を快適に楽しめるように、
ガーゼ、ベビーソープ等の
赤ちゃんグッズを貸出しています。

ミナミナビーチ・⽊林の湯

アイスシェルでできた教会は
氷の世界の真骨頂。幻想的な
空間の氷の教会では結婚式が
⾏われ、挙式後はご来場の
お客様と一緒に花火で幸せを
お祈りします。

教会⾒学 1月8日〜2月14日
時間 20:00〜22:00

ボリューミーなお肉と
たっぷりなお野菜が特徴の
「皿の上の北海道」が

コンセプトのレストラン。
北海道の雄⼤な⾃然を

眺めながらお食事は
いかがでしょうか。

ご滞在スケジュールイメージ

1日目
13:00 ご到着
13:00 ニポのスキー学校
16:00 チェックイン
17:00 アイスビレッジへ
18:00 ビュッフェレストランニニヌプリ

2日目
8:00 プラチナムでご朝食
9:20 雪上⾞で⾏く狩振岳デイキャンプ

16:00 ミナミナビーチ
18:00 グリーンキッチンでご夕食
21:00 スパエトク

3日目
8:00 ニニヌプリでご朝食
9:00 初めてのファミリースノーピクニック

11:00 チェックアウト
12:00 グリーンキッチンでご昼食、出発



星野リゾート トマム（北海道・勇払郡）
〜スノーデビューはトマムにおまかせ！〜

北海道 ⼥⼦旅スノーステイ

冬の山をひとりじめ！

雪上⾞で⾏く狩振岳デイキャンプ
トマム近郊、狩振岳エリアの森の中へ雪上⾞に乗って出かけます。
森の中にある秘密基地（パオ）でランチを作り、ふかふかの新雪の
中を散策。冬の北海道、屋外で過ごすひとときを満喫するデイキャンプです。

期間 12月19日〜1月8日、1月12日〜3月31日の平日 時間 9:20〜15:00（移動時間込み）
大人（中学生〜） 10,000円 子ども（7歳〜小学生） 7,000円 定員 2〜13名 予約 要予約
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POWER UP !

＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com

北海道新千歳空港から最も近い道内最大級のリゾートホテル「星野リゾート トマム」では、滑ることはもちろん、
それだけではない冬の素敵な過ごし方をご提案いたします。日々変わりゆく北海道の大自然の営みをゆっくりと感じながら、

この土地、この時期ならではの絶景、食、遊を思う存分に満喫していただけるプログラムをご紹介します。

北海道の冬が初めての方から、何度も来たことのある方まで、雪体験を味わい尽くすプログラムをご用意してお待ちしています。

冬の絶景

霧氷テラス
氷点下の過酷な環境が作り出すトマムならではの
絶景です。十勝晴れの中、氷に彩られた木々が
⽩と⻘の世界を創りだします。霧氷を模した

「霧氷コーヒー」や氷でできたカフェスペースや
景色だけでなく、山頂ならではの寒さも楽しめます。

期間 冬季 雲海ゴンドラ営業に準ずる
時間 9:00〜15:30 場所 雲海ゴンドラ 山頂



＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com
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氷の教会
アイスシェルできた教会は氷の世界の真骨頂。幻想的な空間を感じることが
できます。氷の教会では結婚式が⾏われ、挙式後はアイスビレッジに
来場のお客様と一緒に⻘と⽩の花火で幸せをお祈りします。

挙式期間 1月9日〜2月14日 時間 17:00、19:00
教会⾒学 1月8日〜2月14日 時間 20:00〜22:00

キラキラと輝く景色を⾒ながらクロスカントリーを満喫！
クロスカントリー体験後は山の中腹レストランにて
特製朝食を！

期間 12月下旬〜3月下旬
※降雪状況により判断

時間 7:30〜10:00
料⾦ 7,500円（小学生以上）

雪明りの森や満天の
星空の中をスレッジ
キャビンでクルージング。
山の中腹レストランにて
プログラム参加者だけの
スペシャルディナーの
『ラクレット』を堪能
いたします。

期間 12月下旬〜3月下旬
※降雪状況により判断

時間 18:00〜20:00 
料⾦ 大人（中学生〜） 10,800円

子ども（3歳〜小学生） 8,600円

冬限定ディナー

スノーナイトクルージング
冬限定朝食

クロスカントリースキーで朝食を

冬限定レストラン

氷のレストラン
テーブルも椅子も氷でできた幻想的な氷のレストランでは、手軽に
極寒での非日常の食体験ができます。人気NO.1は熱々チーズフォン
デュ。

期間 12月12日〜3月中旬 時間 17:00〜22:00（21:30L.O）
料⾦ チーズフォンデュ 3,000円、スープ 700円、ホットアップルワイン 800円他

氷のレストラン 2月限定メニュー

スイーツビュッフェ

氷のレストランにこの時期限定で登場。氷のボードに
並ぶスイーツは⾒ても食べても楽しめます。
店内もスイーツカラー一色になりポップで幻想的です。

期間 2月1⽇〜2月29日 時間 17:00〜22:00(L.O 21:30)
料⾦ 大人1,500円 子ども1,000円

寒いトマムだからこそ楽しめる

冬のおすすめ食事スポット&アクティビティ

スノーボードデビューも安心、楽しい！

ガールズアカデミー
⼥性インストラクターによる、⼥性限定のボードレッスンです。
これからスノーボードを始めるガールズの皆様を全⼒でサポート！
当日はガールズブランド、NIKITAのボード、ブーツの１⽇無料レンタ
ル付き。技術だけでなく、着こなし、雪山の過ごし方などもレクチャー。
おしゃれでかっこいいガールズライダーにステップアップしましょう！

期間 12月1日〜4月3日 時間 グループレッスン 9:00〜、14:30〜 所要時間 120分
料⾦ 4,500円〜7,500円（時期による） 対象 中学生以上
※リフト券別途購入 ※初めてのスノーボードから連続ターンができないレベルまで



1日目
14:00 ご到着
14:30 ガールズアカデミー
16:00 チェックイン、Books&Cafe
17:00 アイスビレッジへ
18:00 スノーナイトクルージング

Books＆Café
お気に入りの本を読みながら、ゆったりと
コーヒーをお飲みいただける寛ぎの空間です。
ベストセラーをはじめ、美しい写真集や、
旅の本など約500種類の多彩な本が並びます。

ミナミナビーチ
日本最大級のインドアウェイブプール。
アフタースキーを満喫できます。

期間 12月1日〜4月3日 時間 11:00〜20:00
（最終受付19:00）※時期により異なる
料⾦ ご宿泊の方は無料

＜このリリースに関する問合せ先＞星野リゾート グループ広報”TEL”：03-5159-6323 “E-mail”：pr-info@hoshinoresort.com
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SPA Etuk（エトク）
アイヌ後で “水源”を意味する「エトク」。白樺や
ハスカップなどを使用し、美肌・快眠・リラックス・
デトックスなどに内面からアプローチします。

プラチナム
冬の絶景を眺めながら朝食を。
リゾナーレ最上階にある朝食
ビュッフェレストラン。

リゾナーレ トマム
100㎡の広い客室にリビング、寝室、展望
ジェットバス、シャワールーム、
プライベートサウナを備えた１フロアわずか
４室のオールスイートタイプが特徴のホテル。

グリーンキッチン
ボリューミーなお肉とたっぷりの
お野菜が特徴の「皿の上の北海道」が

コンセプトのレストランです。
北海道の雄⼤な⾃然を眺めながら

お食事はいかがでしょうか。

暖炉ラウンジ
〜ワインで夜のひとときを〜

リゾナーレ トマムのロビーでは
雪景色をみながら夜の時間を暖炉の
前で赤ワインと一緒にお過ごし
いただけます。2015年に
リニューアルしたばかりの⼼落ち着くロビーで
とっておきの時間をお過ごしください。

期間 12月18日〜3月31日
時間 20:00〜22:00 料⾦ 無料

リゾナーレご宿泊のかたのみ

2日目
8:00 プラチナムでご朝食
9:20 雪上⾞で⾏く狩振岳デイキャンプ

16:00 ミナミナビーチ
18:00 氷のレストランで食体験、氷の教会⾒学
21:00 スパエトク

3日目
7:00 クロスカントリースキーで朝食を

10:00 霧氷テラスへ
11:00 チェックアウト
12:00 グリーンキッチンでご昼食、出発

ご滞在スケジュールイメージ

星野リゾート トマム ／ 星野リゾート リゾナーレ トマム
北海道の中心に位置する滞在型スノーリゾート。全28コース、初心者から上級者まで
極寒のトマムが作り出す上質な雪を楽しめます。東京ドーム213個分の敷地内には、
ホテル、レストラン、インドアウェイブプール、氷の街並みが幻想的なアイスビレッジ
などゲレンデ以外の滞在も充実。非日常な時間を過ごすことが出来る北海道でも
最大級のリゾートエリアです。1泊朝食付き11,000円（2名1室利⽤時1名分）

客室数：ザ・タワー570室、リゾナーレ トマム200室
住所：〒 079-2204 北海道勇払郡占冠村中トマム TEL：0167-58-1013
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星野リゾート リゾナーレ ⼋ヶ岳（⼭梨県・北杜市）

〜⾸都圏から2時間でアクセス 家族で遊びつくす！〜

パーフェクトスノーデビュー
「都心から⾞や電⾞で約2時間」「首都圏からのアクセス抜群」のファミリー・スノーリゾート

星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳。ゲレンデへの無料送迎や豊富なウェア・用具のレンタルフリー等
ファミリーでも手ぶらでスキーを楽しめる事は勿論、多彩なスノープログラムや

お⺟様の負担を軽減するサービスを充実させる事でお子様の『スノーデビュー』を完全サポートします。

デビューパークCAFÉ登場！

コーヒー片手にわが子のスノーデビュー
を⾒守るカフェスペースが登場。

【期 間】 2015年12月5⽇（⼟）〜 2016年3月31日（木）まで
【料 ⾦】 宿泊者無料 日帰り／500円
【対象年齢】 3歳~小学生まで

【ステップアップ手順】

STEP① GAOデビューパーク ＠リゾナーレ八ヶ岳
⇩
STEP② SNOWデビューパーク ＠ゲレンデ
⇩
STEP③ ゲレンデ リフトデビュー！

敷地内のミニゲレンデ「GAO Debut Park」が

リニューアル！傾斜がゆるやかになり、小さなお子様も

安⼼してご利⽤いただけるようになったほか、

ゲレンデデビューに向けたステップアップが更に充実しました。

お子様のスノーデビューに向けた
より手厚いサポートが可能に！

NEW

デビュー
パーク増設
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ＧＡＯ雪ッズパーク 絶景のスノーシュー

ちびっこ限定のスキーパークが登場！
お子様の「スキーぷち体験」を専門スタッフが
サポートします。

【期 間】2015年12月26⽇（⼟）〜2016年3月31日（木）
【対象年齢】3歳〜4歳
【料 ⾦】1,000円
【開 催 地】富⼠⾒⾼原スキー場

●ままらくだ

お子様のウェアやアイテム選びをサポート。
小学生はリスト無料で利⽤可能。

【期 間】2015年12月12日（土）〜
2016年3月31日（木）
９：00〜18：00

【料 ⾦】宿泊者無料

●雪のようちえん＠富⼠⾒パノラマリゾート

ゲレンデに託児施設ができました！ご夫婦でス
ノーアクティビティをお愉しみいただく間、
お子様は雪遊び体験！

【期 間】2015年12月26日（土）

〜2016年3月31日（木）

９：３0〜16：00

【対象年齢】1歳〜6歳の未就学児

【料 ⾦】宿泊者/ 30分750円 ビジター/15分500円

●ぱぱぢからスノー塾
専属スタッフがパパのかっこい
いを最大限に引き出すためお子
様へのスキーレッスン方法をレ
クチャー。

ぱぱぢからぱぱぢからままらくだままらくだ

【期 間】2016年1月26日（火）
〜3月17日（木）
火曜日・水曜日・木曜日

【料 ⾦】3,500円 ※保険料込み

⾒渡す限りの絶景を目指して白銀の世界へ。

普段⾒ることができない、雪の絶景と雪山の静
けさを体験して。

【期 間】2015年12月26日（土）〜2016年3月31日（木）
【対象年齢】小学生以上（登頂は小学3年⽣以上）
【料 ⾦】登頂 3,300円／1名

雪原 2,300円／1名 ※いずれも保険料込み
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アフタースキーの楽しみも充実

スノーリゾートタウン
ゲレンデから戻ったゲストをあたたかくお迎え

する魅⼒が満載のスノーリゾートタウン。

今年から夜の滞在が充実。

ファイヤープレイスを囲んで、

充実のホットドリンク、フードで

夜のアフタースキーを楽しめます。

【期 間】2015年11月7日（土）〜

2016年3月中旬

17:00〜21:00（予定）

ピーマン通りの特設スケートリンクが、リニューアル！

毎年ご好評いただいているスケートリンク。

今年は、ピーマン通りのメインストリートまで、

リンクの広さが約1.5倍と大幅に拡充されます！

さらに、ナイターも開催。

アフタースキーはホテル施設内で、リラックスしな

がら、お愉しみください。

【期 間】2015年12月5日（土）〜2016年3月13日（日）

12月27日（日）からリンクの広さが約1.5倍となり

ナイターも開催します。

※12月26日（土）はスケートリンク拡張工事のため休み

【料 ⾦】宿泊者無料 日帰り500円／1名

プール イルマーレ

スノースポーツに
飽きたら、波の打
ち寄せるプール
イルマーレで常夏
を楽しみませんか

クラフト工房 陶芸体験

八ヶ岳の土の感触
を楽しみながら、
世界にたった一つ
しかない作品を作
りませんか？

広さ1.5倍！

ナイター
充実

このリリースに関するお問合せ／星野リゾート グループ広報
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853/ E-mail：pr-info@hoshinoresort.com

星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳
南アルプス連峰や八ヶ岳、富士山の雄大なロケーションに抱かれたリゾナーレ八ヶ岳は建築界の
巨匠マリオ・ベリーニが手掛けた日本屈指のデザインホテル。イタリアの山岳都市を思わせる
街並みにはセレクトショップが並ぶ他、プール「イルマーレ」やメインダイニング「OTTO SETTE」など
上質なリゾートライフを満喫できるサービスを提供しております。1泊2食2名利⽤ 1名/23,000円
〒408-0044 ⼭梨県北杜市⼩淵沢町129-1 TEL: 050-3786-0055(リゾナーレ予約センター)
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星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳（⼭梨県・北杜市）

〜首都圏からアクセス2時間〜

360度絶景スノーリゾート

スノーボードコンシェルジュ 白銀の絶景スノーシュー

イタリアの建築家マリオ・ベリー二が手掛けたデザインホテル、星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳。
雪降る高原にそびえたつ石造りのデザインホテルは、本格的なスノーリゾートでありながら、首都圏
からのアクセスはたったの2時間。ゲレンデまでの送迎、アイテムレンタルは無料なので、手ぶらで、
南アルプス連峰、八ヶ岳に囲まれた360度絶景のスノースポーツを楽しめるほか、プールにSPA、
ショッピングとリゾナーレ 八ヶ岳ならではのラグジュアリーなプランが満載です。

専属インストラクターによる特別レッスン。
ゲストの要望に応じてレッスン内容をカスタマイズ。
恋⼈にカッコいいところを⾒せるための

秘密のレッスンをしてみては？

【期間】2016年1月25⽇（⽉）〜3月1日（火）
⽉曜⽇・⾦曜⽇

【対象】中学生以上
【料⾦】10,600円／2名 13,900円／3名

16,200円／4名 ※いずれも保険料込み

⾒渡す限りの絶景を目指して白銀の世界へ。
普段⾒ることができない、雪の絶景と雪山の静
けさを体験して。

【期間】2015年12月26日（土）〜2016年3月31日（木）
【対象】小学生以上（登頂は小学3年⽣以上）
【料⾦】登頂 3,300円／1名

雪原 2,300円／1名 ※いずれも保険料込み
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スケートリンク リニューアル！

イルマーレ SPA YATSUGATAKE Wine house

毎年ご好評いただいているスケートリンク。今年は、ピーマ

ン通りのメインストリートまで、リンクの広さが約1.5倍と

大幅に拡充されます！さらに、ナイターも開催。

アフタースキーはホテル施設内で、リラックスしながら、お

愉しみください。

【期 間】 2015年12月5日（土）〜2016年3月13日（日）
ナイターリンク：12月27 日（土）〜
広さ拡充：12月27日（日）〜

※12月26日（土）はスケートリンク拡張工事のため休み

【料 ⾦】 宿泊者無料 日帰り500円／1名

スノースポーツに飽きたら、森の中の
海イルマーレで夏を楽しみませんか？
ジェットバスで至福のひとときを。

2015年に仕込んだワインの澱を使った香
り豊かなVINO Ballで冬の贅沢な潤いを。
皮膚表面や身体を温めながら⾏う冬限定の
トリートメントです。

【期 間】通年利⽤可能

秀逸ワインの宝庫、⼭梨・⻑野エリア

のワインが24種類、いつでも試飲でき
る八ヶ岳ワインハウス。ディナー後も
会話が弾みます。

スノーリゾートタウン
ゲレンデから戻ったゲストをあたたかくお迎え

する魅⼒が満載のスノーリゾートタウン。

今年から夜の滞在が充実。

ファイヤープレイスを囲んで、

充実のホットドリンク、フードで

夜のアフタースキーを楽しめます。

【期 間】2015年11月7日（土）〜2016年3月中旬
17:00〜21:00（予定）

冬のGirl’s乗馬
〜乗馬で鍛えるインナービューティー〜

まずは、馬の背に乗りエクササイズ。慣れたところで森へ
と繰り出します。インナーマッスルを意識しながら乗馬す
るため、体幹が自然と鍛えられ、美しいボディづくりに効
果的です。乗馬後は、薪ストーブのあるキャビンでほっこ
りとカフェタイム。雪の森の中、寛ぎの時間をお過ごしい
ただけます。

【期間】2015年12月1⽇（⽕）〜2016年3月31日（木）
【料⾦】16,000円／1名
【対象】⼥性限定

【期 間】通年利⽤可能 【期 間】通年利⽤可能

このリリースに関するお問合せ／星野リゾート グループ広報
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853/ E-mail：pr-info@hoshinoresort.com

星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳
南アルプス連峰や八ヶ岳、富士山の雄大なロケーションに抱かれたリゾナーレ八ヶ岳は建築界の
巨匠マリオ・ベリーニが手掛けた日本屈指のデザインホテル。イタリアの山岳都市を思わせる
街並みにはセレクトショップが並ぶ他、プール「イルマーレ」やメインダイニング「OTTO SETTE」など
上質なリゾートライフを満喫できるサービスを提供しております。1泊2食2名利⽤ 1名/23,000円
〒408-0044 ⼭梨県北杜市⼩淵沢町129-1 TEL: 050-3786-0055(リゾナーレ予約センター)
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星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳（⼭梨県・北杜市）

〜首都圏から2時間でアクセスのスノーリゾートで、プライベートスケートが楽しめる〜

スケートリンク付きルーム登場！

イタリアのマリオ・ベリー二が手掛けたデザインホテル、星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳。
雪降る高原にそびえたつ石造りのデザインホテルは、都心からのアクセス抜群な、ラグジュアリ―空間です。

そのリゾナーレ 八ヶ岳に、この冬、スケートリンク付きのゲストルームがオープンしました。
自分たちだけのスケートリンクがある広い客室で、スケートを楽しんだり、リンク上で写真撮影をしたりと、

冬の高原リゾートならではのひとときを、こころゆくまでお楽しみいただけます。

プライベートスケートリンクが付いた1日1室限定のゲストルームが登場！高原の森の中、テラスにある
小さなスケートリンクでスケートをしたり、リンク上でポーズをとったり…こころゆくまで、ご家族との
時間を楽しんでいただけます。

【期 間】2015年12月27⽇（⽇）〜2016年3月12日（土）

【料 ⾦】大人1名：宿泊料⾦に1,500円をプラス

このリリースに関するお問合せ／星野リゾート グループ広報
TEL：03-5159-6323  FAX：03-6368-6853/ E-mail：pr-info@hoshinoresort.com

星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳
南アルプス連峰や八ヶ岳、富士山の雄大なロケーションに抱かれたリゾナーレ八ヶ岳は建築界の
巨匠マリオ・ベリーニが手掛けた日本屈指のデザインホテル。イタリアの山岳都市を思わせる
街並みにはセレクトショップが並ぶ他、プール「イルマーレ」やメインダイニング「OTTO SETTE」など
上質なリゾートライフを満喫できるサービスを提供しております。1泊2食2名利⽤ 1名/23,000円
〒408-0044 ⼭梨県北杜市⼩淵沢町129-1 TEL: 050-3786-0055(リゾナーレ予約センター)

お子様ポンチョを
ご用意しています。

【期間】2015年12月5日（土）〜2016年3月13日（日）

2015年12月27日（日）から、スケートリンクの

広さが大幅に拡充されます。

※12月26日（土）はスケートリンク拡張工事のため休み

【料⾦】宿泊者無料

お部屋だから
安⼼して滑れる！

1日1室限定1日1室限定


