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ゲレンデ内では、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
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などアクティブに楽しめる乗りものを導入いたしま

スキーシーズン

のスペースも開放いたし

なえばなえばなえばなえばカブトムシカブトムシカブトムシカブトムシ

世代それぞれが苗場での過ごし方を選んでいただ
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夜のゴンドラ山頂で星空体験 
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カブトムシカブトムシカブトムシカブトムシ

世代それぞれが苗場での過ごし方を選んでいただ
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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：2017201720172017 年年年年 7777 月月月月 15151515 日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～8888 月月月月 22227777 日（日）日（日）日（日）日（日）    

                        ※※※※7/267/267/267/26（水）～（水）～（水）～（水）～7/317/317/317/31（月）は除く（月）は除く（月）は除く（月）は除く    

「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 月で約月で約月で約月で約 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 23.623.623.623.6℃℃℃℃、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） 

    

●●●●【新規】【新規】【新規】【新規】未来の乗りもの未来の乗りもの未来の乗りもの未来の乗りもの！！！！パンダルマンビークルパンダルマンビークルパンダルマンビークルパンダルマンビークル    

 屋外にて楽しめる体重移動だけで操作できる未来の乗りもの。 

 インストラクターが操作方法を教えてくれるので初めてでも 

安心してお楽しみいただけます。 

【営業時間】9:00A.M.～4:00P.M. 

【料  金】チケット制：（10分）5 枚 

【対  象】6 才以上、体重 20kg～120kgまで 

※雨天時は、ホテル館内にて営業いたします。 

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

パンダルマンビークル体験 



●●●●【新規】【新規】【新規】【新規】清々しい高原で走ろう清々しい高原で走ろう清々しい高原で走ろう清々しい高原で走ろう！！！！四輪バギー四輪バギー四輪バギー四輪バギー    

この夏はゲレンデ内にて四輪バギーを満喫することができます。    

モータースポーツが初めてのお子さまも、安全にバギー体験が楽しめます。 

【営業時間】9:00A.M.～4:00P.M. 

【料  金】チケット制：（3周）3 枚（林道コース）10分 6枚 

※身長 120cm 未満のお子さまはおとなの方と一緒にご利用ください。 

 

●●●●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。 

 

●●●●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！““““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」を、 

この夏は屋外のキッズゲレンデにてレッスンできます。 

【レッスン時間】①10:00A.M.／②11:00A.M.／③1:00P.M. 

④2:00P.M.／⑤3:00P.M. 

【料      金】チケット制：1 レッスン（30分）12 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。 

    
        

◎その◎その◎その◎そのほかほかほかほかのののの主主主主なななな体験体験体験体験        
        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

        

    

なえバッシャーン！！ 

ウォーターボール 

マウンテンバイク 

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 

人工芝でのソリゲレンデ 

四輪バギー 

この夏は屋外ゲレンデのレッスンとなります 



●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。 

【運行期間】2017年 8 月 1 日（火）～8 月 27 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）  

    

    

    

    

    

    

    

◎◎◎◎ナイトゴンドラナイトゴンドラナイトゴンドラナイトゴンドラ    

標高 1,518m の街の光が届かない真っ暗で静寂な世界へ。 

晴れた日には手が届きそうな無数の星が輝き、満天の星空の下で非日常的なひとときをお楽しみいた

だけます。 

【運行期間】2017年 8 月 5 日（土）・11 日（金・祝）～20 日（日）・26日（土） 

【運行時間】7:00P.M.～9:00P.M.（上り最終 8:30P.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）    

    

    

    

    

 

            

    

    

    

    

    

プリンス第 2 ゴンドラ 天然雪でのソリ遊び 高さ約 5m の天然雪の雪山 

ゴンドラ山頂での星空イメ－ジ ナイトゴンドラ 



●●●●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。 

    

◎◎◎◎【新規】星空鑑賞ツアー【新規】星空鑑賞ツアー【新規】星空鑑賞ツアー【新規】星空鑑賞ツアー（夜ツアー）（夜ツアー）（夜ツアー）（夜ツアー）    

ゴンドラに乗って夜の山頂へ行き、星空ガイドの説明を聞きながら 

星空の鑑賞ができるツアーです。 

【実 施 日】8/5（土）・8/11（金・祝）～8/20（日）・8/26（土） 

【営業時間】7:00P.M.～8:30P.M. 

【料  金】チケット制：（90分） 親子 2名 35 枚 

【対  象】親子（お子さまは 4 才以上） 

    

◎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（＆川遊び（＆川遊び（＆川遊び（午後午後午後午後ツアー）ツアー）ツアー）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） 

※ご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） 

※ご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 

 

◎◎◎◎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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

室内にて工作体験 

星空鑑賞ツアー 



●苗場プリンスホテル宿泊プランのご案内●苗場プリンスホテル宿泊プランのご案内●苗場プリンスホテル宿泊プランのご案内●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】2017 年 7 月 15 日（土）～7 月 24 日（月）、8 月 1 日（火）～8 月 26 日（土）        

【料    金】1 室 4 名さまご利用時 1 名さま おとな\12,042 より、こども\9,342 より 

【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 枚とご夕食・ご朝食 

（ブッフェスタイル）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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    
 

 

2 号館暖らん ROOM ハンモック 

暖らん ROOM 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です。 

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付きアームチェアなど、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。 

ディナーはファミリーサマーブッフェ ゲレンデにはイルミネーションも点灯 


