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雫石スキー場（所在地：岩手県岩手郡雫石町高倉温泉、東北地区総支配人：佐藤光紀）は、今シーズン新たに

チュービングパーク、パウダースキーツアー、星空観察ツアー、流星群観察会を実施し、雄大な自然と上質な雪

を使って楽しむアクティビティーの拡充を図ります。 

雪の降らない地域からの訪日外国人旅行者、お子さまのいるご家族、三世代でも気軽にスノーリゾートを楽しみ

たい方から、パウダースキーツアーを楽しむコア層まで幅広い層にお楽しみいただけるスノーリゾートを目指して

参ります。 

北東北の雪をベースにさまざまなアクティビティーにより、スキー場を活用した非日常体験を提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雫石スキー場 
 

今シーズン、雄大な自然と上質な雪を楽しむ 

アクティビティーが充実 

【営業期間】2016 年 12月 10 日(土)～2017年 3 月 26日(日) 

【営業時間】8:30A.M.～5:00P.M. 

ナイター：2016 年 12月 23日(金・祝)～2017年 3月 19日(日)の 

金曜日・土曜日・休前日・年末年始(12/30～1/3) 4:30P.M.～8:00P.M. 

◎本件に関する報道各位からのお問合せは 
雫石プリンスホテル 事業戦略 
http://www.princehotels.co.jp/shizukuishi 
TEL:019-693-1114  FAX：019-693-2336 

総延長 500m のチュービングパーク（イメージ） パウダースキーツアー（イメージ） 

雫石の星空（イメージ） 星空観察ツアー（イメージ） 



 

 

 

雫石スキー場 
 

１．Ｓｈｉｚｕｋｕｉｓｈｉスノーランドチュービングパーク 

総延長 500ｍのチュービングコースをはじめ、スノーエスカレーターを利用

してご家族で楽しめる雪遊びパークです。 

【実施期間】 2016 年 12 月 17 日(土)～2017 年 3 月 20 日(月・祝) 

【開催時間】 9:00Ａ.M.～4：00P.M. 

【料   金】  入場料 1 名さま ￥800（おとな・お子さま共通） 

【設   備】 チュービングコース／スノーエスカレーター／そり／ 

    スノースライダー／ポーラカルーセル ※上記の入場料ですべての設備をご利用いただけます。 

 

２．パウダースキーツアー 

パウダースノーを求めるコアなスキーヤー待望のツアーが新登場。雪上車にて小高倉山山頂付近まで上

り、非圧雪エリアでのパウダースキーをお楽しみいただけます。 

【実施期間】 2016年 12月 31日(土)、2017年 1月 2日(月・振休)・1月 3日(火)と 1月 7日(土)～3月 5日

(日)の土・休日 

【開催時間】  1 本目 8:30A.M.より／2 本目 10:00A.M.より 

【料   金】  1 名さま 1 本目\4,000／2 本目\3,000 

【定    員】  各日先約 15 名さま 

 
          

３．星空観察ツアー 

雪上車で行くナイトアクティビティーが新登場。雫石の澄みきった空気が星の光を一層際立たせます。満

天の星空観察にぜひ、お出かけください。 

【実施期間】 2016 年 12 月 23 日(金・祝)、24 日(土)、30 日(金)、2017年 1 月 1 日(元日)、2 日(月・振休)、8

日(日)、2 月 10 日(金)と 2017 年 1 月 7 日(土)～3 月 25 日(土)の毎週土曜日 

【開催時間】  6:00P.M.～7：30P.M. 

【料   金】  1 名さま ￥3,000 

【定    員】  各日先約 15 名さま 
          
 
 
 
 
 
 
 

４．流星群観察会 

高確率で流星群が観測できる雫石の夜空。大自然の中で流れ星に願いを込めてみませんか。 

【期日・時間】  ①こぐま座流星群観察会 2016 年 12 月 22 日(木)8:00P.M.～9:30P.M. 

②しぶんぎ座流星群観察会 2017 年 1 月 3 日(火)8:00P.M.～9:30P.M. 

【料   金】  1 名さま(1 ドリンク付) おとな￥1,500 

中学生までのお子さま\1,000 

 

 

 

Shizukuishi スノーランド 

チュービングパーク（イメージ） 

雫石の星空（イメージ） 

雫石の流れ星（中央部・イメージ） 

雪上車で行く星空観察ツアー（イメージ） 

パウダースキーツアー（イメージ） 



 

 

 

上記のほかにもさまざまなアクティビティーやイベントをご用意しております。 

■サンライズツアー 

雪上車に乗って朝日を望む、往復約 9 ㎞のツアー。小高倉山山頂から眺めるご来光は、とても美しく感動的な景

色です。下りはスキー滑走も可能です。 

【実施期間】 2017 年 1 月 2 日(月・振休)、3 日(火)、1 月 8 日(日)～3 月 5 日(日)の毎週日曜日 

【開催時間】   5:00Ａ.M.～7：10Ａ.M.  

【料   金】   １名さま \6,000  

【定    員】  各日先約 15 名さま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■雫石打ち上げ花火大会 

ナイター終了後のプリンスゲレンデにて、冬の夜空に広がる鮮やかな花火をお楽しみください。 

ゲレンデ側にご宿泊のお客さまはお部屋からご覧いただけます。 

【実施期間】 201６年 1２月 23 日(金・祝)、24 日(土)、31 日(土)、2017 年 1 月 7 日(土)、 

8 日（日）、2 月 11 日(土・祝)、3 月 4 日(土) 

【開催時間】   8:30P.M.より  

 

■小学生までのお子さま全日リフト料金無料、そして 19 才、20才も平日リフト料金無料！ 

 今シーズンも小学生までのお子さまは全日リフト料金無料でご利用いただけます。また 19才は「雪マジ

19」で全日、20才は平日（いずれも 12月 30日～1月 3日を除く）でリフト料金が無料です。 

 

宿泊商品 プリンス・スキーパック 

スキー場のアクティビティーだけでなく、宿泊と夕朝食、リフト券がセットになったお得な「プリンス・スキー

パック」をご用意しております。 

【期  間】 2016 年 12 月 16 日（金）～2017 年 3 月１9日（日） 

【料  金】 8・9 階ツインルーム<岩手山ビュー・全室禁煙>1 室 2 名さまご利用時 1 名さま \15,796～\30,239 

        スタンダードツインルーム 1 室 2 名さまご利用時 1 名さま\13,240～\23,586 

【内  容】 1 泊室料、レストラン「プリンスルーム」の和洋ブッフェの夕朝食、リフト 1 日券、サービス料、消費税 

【お問合せ・ご予約】 TEL : 019-693-1111 

サンライズツアー実施場所 

【雫石スキー場 全景図】 

雫石プリンスホテル 

 

サンライズツアー・コース 

（イメージ） 

サンライズツアー・コース 

（イメージ） 

雫石打上花火大会（イメージ） 



 

 

 

雫石プリンスホテル施設概要 

 【所 在 地】 〒020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 

【お問合せ】 TEL : 019-693-1111 

【開 業 日】 1990年 12月 31日 

【客 室】 客室 266室 

【温   泉】 雫石高倉温泉 屋根付き温泉露天風呂 

【レストラン＆バー】 フランス料理 こぶし、プリンスルーム 

【宴会場・施設】 オーストリアハウス、カラオケルーム、売店 

雫石スキー場施設概要 

 【所 在 地】 〒020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 

【お問合せ】 TEL : 019-693-1111 

【開 業 日】 1980年 12月 27日 

【コース数】 11 コース 

【コースレベル比率】 初級 40%、中級 40%、上級 20% 

【最大滑走距離】 4,500m 

【最大斜度】 36° 

【標 高 差】 702m（トップ 1,128m、ボトム 426m） 

【リフト詳細】 ロープウェー１基、2人乗りリフト 4基、フード付 4人乗り高速リフト 1基 

【営業期間】 12月中旬～3月下旬 ※降雪状況により変更する。 

        ※2016年 12月 10日（土）～2017年 3月 26日（日）予定 

 

※お客さまからのお問合せ・ご予約は雫石プリンスホテル TEL : 019-693-1111（代表）にて承ります。 

【雫石高倉温泉 屋根付き温泉露天風呂】 

【雫石スキー場】 


