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GOLDWINファーストトラック

ゴンドラ一般営業開始前の誰も滑っていないゲレンデを滑走。
【場所】プリンス第 1 ゴンドラ
リフト券うりばにて 7:15A.M.〜7:45A.M. 受付
【時間】7:30A.M. 〜乗車開始 / 8:00A.M. 〜滑走開始
【料金】￥1,000（オリジナル缶バッチ付き）

雪上こども宝さがし

小学生以下のお子様を対象として、雪の中に隠されたボールを探し、
見つけたボールの番号に当たり番号を設け、リフト券やお菓子をプレゼント！
【場所】第 4 高速乗り場前イベントひろば
【時間】11:30A.M. 〜
【料金】￥200

キッズチャレンジレース

初心者から参加 OK ！何度でも挑戦したくなるスリル・ワクワク感を体験しよう！
マスコットキャラクターの「ラッキー」も挑戦！
ラッキーのタイムに近いとなにかあるかも！？
【場所】第 4 ゲレンデ下部付近
【時間】11:00A.M. 〜

ゲレンデ打上花火

ナイター終了後のゲレンデを鮮やかに彩る苗場の風物詩。
【場所】ホテル前ゲレンデ
【時間】ナイター終了後、安全確認が取れ次第（8:45P.M. ごろから）

苗場カップ

レース上級者から、これからチャレンジしたい方までみんなが楽しめる
アルペンレースです。この冬は苗場でレースにチャレンジ！！
【場所】第 4 ゲレンデ下部付近
【時間】3:00P.M. 受付開始 / 6:00P.M. 競技開始（スタート間隔 30 秒）
【料金】前払い￥4,500 / 当日￥5,000

レディースデー

シニアデー

レディースデー

リフト券 Web 販売ペア￥5,500

5 のつく日はペアで 55 周年！？
【料金】Mt.Naeba 共通 1 日券ペアで通常￥11,400 が￥5,500 に！
【内容】各日の販売は 10 日前の 0:01A.M. より開始 < 例えば 3/15（水）の券は
3/5（日）の 0:01A.M. より販売 > 販売期間は前日の 11:59P.M. まで。
【販売方法】Webket にて事前販売
※ペア 1 日券を 2 日券に変えることはできません。
※1 名さまにつき、1 販売日 1 セットのみの販売となります。

苗場冬花火＆甘酒振る舞い

約2,300 発の花火が白銀のゲレンデを彩ります。鮮やかで盛大な打上花火をご覧ください。
【場所】ホテル前ゲレンデ
【料金】無料 ※たいまつ滑走参加の場合￥1,000（先着 50 名）
【時間】甘酒 8:00P.M. / たいまつ滑走 8:15P.M. / 打上花火 8:20P.M.
【受付】たいまつ滑走のみ 1:00P.M. より 6 号館ロビー特設カウンターにて受付。
※3/18（土）のナイター営業は 8:00P.M. までとなります。

VAMPADDICT - WINTER 2017 -

VAMPS ファンクラブイベント『VAMPADDICT -WINTER 2017-』の開催が決定
しました。今回も、いつものライヴとは一味違う、和やかな時間をお楽しみください。
【出演】VAMPS
【場所】イベントホール ブリザーディウム（4 号館 1 階）
【時間】開場 4:00P.M. 〜 / 開演 5:00P.M. 〜

emikoフリーライブ in 苗場プリンスホテル

シンガーソングライター「emiko」のフリーライブをカクテルラウンジシャトレーヌに
て開催。特別な空間で、特別な歌声をお楽しみください。
【出演】emiko
【場所】カクテルラウンジ シャトレーヌ（3 号館 1 階）
【時間】3/18（土）1st7:30P.M. / 2nd9:00P.M.
3/19（日）start8:30P.M.

「ひつじのショーンカフェ」特設ショップ

「ひつじのショーンカフェ」グッズ販売ショップが苗場プリンスホテルに期間限定でオー
プンします。特設ショップでは、苗場プリンスホテル先行販売グッズのマグカップ、トレー
ナー、クリアファイルや、ショーン･ザ･クッキー、ぬいぐるみ、キーホルダー等の雑貨
類を￥500 より販売いたします。
【場所】3 号館ロビー階「苗場ネイチャーセンター」前
【時間】9:00A.M. 〜 8:00P.M.

各イベントの詳細は Web で！

苗場スキー場

｜ファイナルガラポン
｜トッププレイヤーと滑ろう
｜第 11 回中越スノーボード技術選
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www.princehotels.co.jp/ski/naeba/

55 周年オリジナルメニュー ５のつく日￥550 販売
55 周年オリジナルメニュー登場！
さらに、5 のつく日に先着 55 食限定で￥550 にて販売いたします。

【場所】レストラン アゼリア（3 号館 1 階）/ 中国料理 桃李（4 号館 2 階）
【料金】通常￥1,400→￥550（各先着 55 食限定）
アゼリア / ホワイトキーマカレー（スプラッシュボウル風）
桃
李 / ドラゴンラーメン ※桃李は 3/5
（日）で営業終了。

ラッキーマンデー

毎週月曜日は「苗場エリア 1 日券」がお得に！
【内容】「苗場エリア 1 日券」通常￥5,000 が￥3,600 で購入可能な
ラッキーマンデークーポンを苗場スキー場の LINE@ にて配信中！
追加料金￥700 で Mt.Naeba 共通リフト件にグレードアップもできます。

サンキューフライデー

毎週金曜日は「苗場エリア午後＆ナイター券」がお得に！
【内容】「苗場エリア 1 日券」通常￥5,000 が￥3,900 で購入可能な
サンキューフライデークーポンを苗場スキー場の LINE@ にて配信中！

レディースデー

女性限定でリフトをお得にご利用いただけます！
【内容】苗場エリア限定リフト 1 日券（おとな）通常￥5,000 が￥3,500 に！
追加料金￥700 で Mt.Naeba 共通リフト券にグレードアップもできます。

シニアデー

シニア限定（55 才以上）でリフトをお得にご利用いただけます！
【内容】苗場エリア限定リフト 1 日券と場内利用券￥1,000 がついて
￥4,500（通常￥6,000）
追加料金￥500 で Mt.Naeba 共通リフト券にグレードアップもできます。
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