
 

                    

 

 2016 年 6 月 

夏でも“天然雪”で遊べる、さわやかな風に包まれた高原の避暑地へ夏でも“天然雪”で遊べる、さわやかな風に包まれた高原の避暑地へ夏でも“天然雪”で遊べる、さわやかな風に包まれた高原の避暑地へ夏でも“天然雪”で遊べる、さわやかな風に包まれた高原の避暑地へ    

 

 

 

 
   

苗場プリンスホテル（所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町三国 202、総支配人：宮坂肇）では、8 月でも平

均気温 20℃の豊かな自然に包まれた涼しい環境の中で、ご家族みんなでお楽しみいただける夏の避暑地

をコンセプトにした夏季シーズン営業を 2012012012016666 年年年年 7777 月月月月 29292929 日（日（日（日（金金金金））））より開始いたします。 

ホテル前のプリンス第 2 ゴンドラで登る標高 1,518m の山頂駅付近では、スキーシーズンから保存して

いる天然雪（およそ天然雪（およそ天然雪（およそ天然雪（およそ 1,61,61,61,600000000 ㎥㎥㎥㎥））））を使った「雪山でのソリ遊び」「雪山でのソリ遊び」「雪山でのソリ遊び」「雪山でのソリ遊び」や「「「「雪山雪山雪山雪山体験体験体験体験」」」」のスペースを開放いたし

ます。 

また、ゲレンデの起伏を利用した手作りウォータースライダー手作りウォータースライダー手作りウォータースライダー手作りウォータースライダー「なえバッシャーン「なえバッシャーン「なえバッシャーン「なえバッシャーン!!!!!!!!」」」」や川の流れに身

を任せて遊ぶことできる「シャワーウォーキング」「シャワーウォーキング」「シャワーウォーキング」「シャワーウォーキング」で高原にいながらも水遊びをお楽しみいただけます。  

そのほか、お子さま向け夏の室内スキー教室「「「「““““夏夏夏夏””””でもスキー体験」でもスキー体験」でもスキー体験」でもスキー体験」をはじめ、「熱気球体験」「熱気球体験」「熱気球体験」「熱気球体験」やややや    

「「「「昆虫探し＆川遊昆虫探し＆川遊昆虫探し＆川遊昆虫探し＆川遊びびびび」」」」など自然豊かな環境の中で 3 世代それぞれが苗場での過ごし方を選んでいただける

よう、ご家族のコミュニケーションを深めていただくアクティビティを多数ご用意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

    

【お客さまからのお問合せ・ご予約先】苗場プリンスホテル TEL:025-789-2211    
 

 

 

 

 

苗場プリンスホテル・苗場スキー場苗場プリンスホテル・苗場スキー場苗場プリンスホテル・苗場スキー場苗場プリンスホテル・苗場スキー場    

３世代ご家族みんなで楽しめる３世代ご家族みんなで楽しめる３世代ご家族みんなで楽しめる３世代ご家族みんなで楽しめる「苗場サマーパーク」「苗場サマーパーク」「苗場サマーパーク」「苗場サマーパーク」OPENOPENOPENOPEN    

夏季夏季夏季夏季営業期間営業期間営業期間営業期間=201=201=201=2016666 年年年年 7777 月月月月 29292929 日（日（日（日（金金金金）～）～）～）～8888 月月月月 28282828 日（日）日（日）日（日）日（日）    

 
◎本件に関する報道各位からのお問合せ 
苗場プリンスホテル 広報 
ＴＥＬ：025-789-4115  ＦＡＸ：025-789-2635 
http://www.princehotels.co.jp/naeba/ 
 

ホテル前で爽快な熱気球体験 

 

ゴンドラ山頂にて天然雪の雪山体験 

親子で楽しめる自然体験プログラム みんなでシャワーウォーキング体験 室内キッズゲレンデで、夏でもスキー体験 

手作りウォータースライダーで涼水体験 



さわやかなグリーンフィールドさわやかなグリーンフィールドさわやかなグリーンフィールドさわやかなグリーンフィールド    苗場サマーパーク概要苗場サマーパーク概要苗場サマーパーク概要苗場サマーパーク概要    

■営業期間：■営業期間：■営業期間：■営業期間：2016201620162016 年年年年 7777 月月月月 29292929 日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～8888 月月月月 28282828 日（日）日（日）日（日）日（日）    
「苗場サマーパーク」とは、苗場スキー場のゲレンデ内に様々な遊戯物や体験施設を設け、お子さまが

レジャーチケットを使いながら思いっきり楽しく遊べる広場となっております。 

 

レジャーチケッレジャーチケッレジャーチケッレジャーチケットでさまざまな“涼”体験メニューがお楽しみいただけます。トでさまざまな“涼”体験メニューがお楽しみいただけます。トでさまざまな“涼”体験メニューがお楽しみいただけます。トでさまざまな“涼”体験メニューがお楽しみいただけます。    
レジャーチケットとは苗場で遊べる専用のチケットです。（1 枚\250、10 枚つづり\2,000） 

ホテルフロントにて販売しており、アウトドア施設からホテル館内などのさまざまなプログラムメニュ

ーにご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ～東京との気温差は～東京との気温差は～東京との気温差は～東京との気温差は 8888 月で月で月で月で約約約約 9999℃℃℃℃！避暑に最適です！避暑に最適です！避暑に最適です！避暑に最適です～～～～    

苗場は標高 900m とまさに高原地域であり、8 月の日中最高気温は平均平均平均平均 22223333....6666℃℃℃℃、平均気温も 20202020℃℃℃℃と 

東京に比べ約 7777℃℃℃℃涼しく、都会のエアコン生活よりも涼しく快適にお過ごしいただけます。 

この夏の節電または猛暑対策として、さわやかな高原の風を浴びながら身も心もリフレッシュいただけ

ます。 

    

    

    

■東京：気象庁発表データ ■苗場：ホテル前計測（標高 900m）※2015 年 8 月（24 時間の気温データより算出） 

    

●●●●手作りウォータースライダー手作りウォータースライダー手作りウォータースライダー手作りウォータースライダー「なえバッシャーン「なえバッシャーン「なえバッシャーン「なえバッシャーン!!!!!!!!」で涼水体験」で涼水体験」で涼水体験」で涼水体験    

ゲレンデの傾斜を利用して、ブルーシートで作られた長さ約 50m の 

ウォータースライダーを設置。 

高原のひんやりした水を浴びながら滑り降りてくるスライダーは 

とてもスリリングです。 

【営業時間】9:30A.M.～3:00P.M. 

【料  金】チケット制（30分）6枚、（60分）10 枚 

【対  象】ゴールまで安全な姿勢を保てる方 

※浮き輪の貸し出しもございます。※水着の販売はございません。 

日付 ＡＭ9：００温度 最高 最低 平均 日付 ＡＭ9：００温度 最高 最低 平均

平均 26.926.926.926.9 30.530.530.530.5 23.923.923.923.9 26.726.726.726.7 平均 21.221.221.221.2 23.623.623.623.6 17.017.017.017.0 20.020.020.020.0

最高 32.532.532.532.5 37.737.737.737.7 17.917.917.917.9 31.531.531.531.5 最高 25.925.925.925.9 28.828.828.828.8 12.812.812.812.8 24.224.224.224.2

８月 ８月

東京 苗場

なえバッシャーン！！ 



●●●●真夏の爽涼ゴンドラ真夏の爽涼ゴンドラ真夏の爽涼ゴンドラ真夏の爽涼ゴンドラ    

◎プリンス第◎プリンス第◎プリンス第◎プリンス第 2222 ゴンドラゴンドラゴンドラゴンドラ    

ホテル前から 8 人乗りのゴンドラに乗っておよそ 10分で標高 1,518m の世界に到着。    

山頂駅付近では、残雪を使った「天然雪でのソリ遊び」や「雪山体験」などがお楽しみいただけます。

また、山頂駅からは整備された遊歩道を歩いて爽やかな緑に包まれながらのトレッキングなどをご利

用いただくことができ、親子 3 世代ご家族での散策を満喫することができます。 

【運行期間】2016 年 7 月 29 日（金）～8 月 28 日（日） 

【運行時間】8:00A.M.～3:00P.M.（上り最終 2:30P.M.） 

【料    金】おとな\1,600（レジャーチケット 7 枚）  

こども\800（レジャーチケット 3 枚）※往復乗車 

【所要時間】片道約 10分（8 人乗り）  

    

    

    

    

    

    

    
    

◎◎◎◎真夏でも真夏でも真夏でも真夏でも楽しめる楽しめる楽しめる楽しめる天然雪天然雪天然雪天然雪のののの雪山雪山雪山雪山体験体験体験体験（無料）（無料）（無料）（無料）    

標高 1,518m のゴンドラ山頂では、スキーシーズンより保存している天然雪の雪山内に、高さ約 6m の

雪山や長さ約 15ｍのソリコースを造成し、真夏の暑い中でも雪山体験をすることができます。 

また、雪山内の室温は 2～3℃とたいへん涼しく、自然の冷蔵庫気分をお楽しみいただけます。 

 

        

    

        
    

    

    

●●●●なえば高原の大空をひとり占め！なえば高原の大空をひとり占め！なえば高原の大空をひとり占め！なえば高原の大空をひとり占め！熱気球体験熱気球体験熱気球体験熱気球体験    

この夏もホテル前の駐車場にて熱気球体験をお楽しみいただけます。    

およそフライト時間 5分の係留体験で高さ 30m から苗場高原の自然を 

眺めることができます。  

【実施期間】7 月 29 日（金）～8 月 11 日（木・祝） 

8 月 17 日（水）～8 月 28 日（日）まで 

※8/3、10、24は定休日となります。 

【営業時間】6:30A.M.～7:30A.M. 

【料  金】チケット制（1回 5分）おとな 14枚 こども 10 枚 

※１フライトの定員は 7名さままでとなります。  

    
熱気球体験 

プリンス第 2 ゴンドラ 標高 1,518m からの景色 平標山など雄大な山々 

天然雪でのソリ遊び 冷蔵庫気分が楽しめる雪山 高さ約 6m の天然雪の雪山 



●●●●高原の澄んだ川で遊ぼう！！高原の澄んだ川で遊ぼう！！高原の澄んだ川で遊ぼう！！高原の澄んだ川で遊ぼう！！シャワーシャワーシャワーシャワーウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング体験体験体験体験    

 ホテル付近の天然の渓流で川の流れに身を任せたり、沢登りなど 

の水遊びがお楽しみいただけます。 

水の流れが緩やかな場所での川遊びなので、小学生の小さなお子さま 

でも安心してお楽しみいただけます。 

【営業時間】9:00A.M.～11:30A.M.／1:00P.M.～3:30P.M. 

【料  金】チケット制（1回 約 150分）おとな 34枚 こども 29 枚 

【対  象】5歳以上 

※インナー用に水着または下着をご準備ください。 

※ヘルメット、ウェットスーツ、シューズ、ライフジャケット、バスタオル含む 

●●●●夏だって滑りたい！夏だって滑りたい！夏だって滑りたい！夏だって滑りたい！室内室内室内室内キッズキッズキッズキッズゲレンデでゲレンデでゲレンデでゲレンデで、、、、““““夏夏夏夏””””でもスキー体験でもスキー体験でもスキー体験でもスキー体験    

スキーシーズンに大人気の「パンダルマンキッズスクール」が  

この夏も開校いたします。 

室内キッズゲレンデを使って、スキーやボードに必要な動きを 

ゲーム感覚で自然に習得することができるお子さま専用のスキー 

レッスンです。 

【料  金】チケット制 1 レッスン（60分）20 枚 

【対  象】3才から小学 6年生までのスキー初心者 

※ブーツのサイズは 15cm～25cm まで。 

    

    

    
    

    

●●●●親子で楽しむ自然体験プログラム親子で楽しむ自然体験プログラム親子で楽しむ自然体験プログラム親子で楽しむ自然体験プログラム    なえばネイチャーセンター親子アカデミーなえばネイチャーセンター親子アカデミーなえばネイチャーセンター親子アカデミーなえばネイチャーセンター親子アカデミー    

苗場の広大な自然を、親子で学びながら楽しむことができる体験プログラムを実施いたします。 

◎親子で遊ぼう！昆虫◎親子で遊ぼう！昆虫◎親子で遊ぼう！昆虫◎親子で遊ぼう！昆虫探し探し探し探し＆川遊び（昼ツアー）＆川遊び（昼ツアー）＆川遊び（昼ツアー）＆川遊び（昼ツアー）    

林や水辺を歩きながら、それぞれの環境に暮らす様々な昆虫たちを捕まえてじっくり観察いたします。 

【営業時間】1:30P.M.～3:30P.M. 

【料  金】チケット制 120分親子 2名 20 枚 

（1名追加 8 枚） 

【対  象】親子（お子さまは 4 才以上） 

※予約はご利用当日の 12:30P.M.まで 

※定員は各日 15名さままで 

 

◎親子で探検！夜の森（夜ツアー）◎親子で探検！夜の森（夜ツアー）◎親子で探検！夜の森（夜ツアー）◎親子で探検！夜の森（夜ツアー）    

昆虫トラップなどをセットして、夜に活動する野生昆虫を探しながら、 

親子で夜の森を探検する探検ツアーです。 

【営業時間】7:00P.M.～8:30P.M. 

【料  金】チケット制 90分親子 2名 25 枚（1名追加 9 枚） 

【対  象】親子（お子さまは小学生以上） 

※予約はご利用当日の 5:00P.M.まで 

※定員は各日 15名さままで 

スキーレッスン（1時間） 受付時間 レッスン時間 

午前の部 9:30A.M.～10:20A.M. 10:30A.M.～11:30 A.M. 

午後の部 1:00P.M.～1:50P.M. 2:00P.M.～3:00P.M. 

夜の自然を探検 

ツアーガイドと自然を探検 水辺の生物を観察 

シャワーウォーキング 

室内キッズゲレンデでスキー体験 



◎◎◎◎親子で親子で親子で親子で森の工作体験（クラフト）森の工作体験（クラフト）森の工作体験（クラフト）森の工作体験（クラフト）    

動物や虫、花などの中から好きなものを選んで作る動物キーホルダーから、 

夏休みの自由工作にもなる木の枝や種などを使った工作体験をお楽しみ 

いただけます。 

【営業時間】9:00A.M.～5:00P.M. 

【料  金】チケット制 1 作品 2 枚より 

【対  象】特になし 

 

◎その他のおもな◎その他のおもな◎その他のおもな◎その他のおもな施設施設施設施設        
        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

５．苗場プリンスホテル宿泊プランのご案内５．苗場プリンスホテル宿泊プランのご案内５．苗場プリンスホテル宿泊プランのご案内５．苗場プリンスホテル宿泊プランのご案内    

さまざまなプログラムが楽 しめる“レジャーチケット”１名 さま１冊 （10 枚 つづり）がついたお得 な宿 泊

プランです。お部 屋 は家 族 の「団 欒 」をイメージしたファミリールームにご宿 泊 いただけます。 

◎夏 プリ◎夏 プリ◎夏 プリ◎夏 プリ    いろいろいろいろいろいろいろいろ遊 べる“レジャーチケット”付 き遊 べる“レジャーチケット”付 き遊 べる“レジャーチケット”付 き遊 べる“レジャーチケット”付 き    エンジョイサマープラン（夕エンジョイサマープラン（夕エンジョイサマープラン（夕エンジョイサマープラン（夕 ・・・・食 付 き）食 付 き）食 付 き）食 付 き）    

【期    間】2016 年 7 月 29 日（金）～8 月 27 日（土）まで 

【料    金】1 室 4 名さま利用 1 名さま おとな\10,592～、こども\7,644～ 

【部屋タイプ】2 号館暖らん ROOM  チェックイン 3:00P.M. / チェックアウト 11：00A.M. 

【内    容】さまざまなアトラクションをご利用いただけるレジャーチケット 10 枚と夕食・朝食が付いたプラン 

※ 料金には１名さまの 1 泊室料、夕・朝食、レジャーチケット１冊(10 枚つづり)、サービス料・

消費税が含まれております。 

※ 当プランは料金が変動いたしますので、ご利用の際はご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ウォーターボール 

マウンテンバイク 

室内にて工作体験 

カヌーちょこっと体験 

サマーチュービング 

ホテルに泊まって手ぶらでお手軽デイキャンプ体験 

ライトアップされるしなの木 

2222 号館暖らんＲＯＯＭ号館暖らんＲＯＯＭ号館暖らんＲＯＯＭ号館暖らんＲＯＯＭ    ハンモックハンモックハンモックハンモック    

客室は、山小屋風のロッジをイメージしたファミリールーム。 

お部屋には大人気のハンモックをはじめ、パズル仕掛けのティー

テーブルやめずらしいお子さま用の天蓋（天蓋）付アームチェアな

ど、お子さまが楽しめる要素が充実していて、部屋での楽しみがさ

らに広がります。 

※ハンモックはハンモックタイプのお部屋のみ備え付けとなります。 

※お部屋のタイプによって備え付けのアイテムが異なります。 

※全室禁煙となります。 


