
▲佐久スキーガーデン「パラダ」
長野

都心から楽々アクセス!!上信越道 佐久平スマー
トインターから車で5分!!晴天率90％以上のパラ
ダはファミリーや初心者にも最適!!

https://www.saku-parada.jp/ski/

WINTER PLUS

リフト券の早割ならWINTER PLUS！今年もお得
なリフト券を多数ご用意しています。WEBでも好
評販売中！

https://www.winterplus.jp/

iSKI Japan

iSKIはスキー場総合情報アプリであり、同時にト
ラッキング機能により毎年だれにでも豪華賞品
が当たるチャンスがあります。

https://www.sitour.jp/mountainresortequipment/iskiapp/

オンラインPR（web掲載のみ）
いわてウインターリゾート協議会

（◆安比高原/◆八幡平リゾート/
◆雫石/●たざわ湖/▼夏油高原） 岩手/秋田

国内でも降雪に恵まれた当エリアで、抜群の雪質とバ
リエーション豊富な各スキー場を満喫いただけます。
この冬はいわてウインターリゾートへ！

◆奥只見丸山スキー場 新潟
100％天然雪！初滑りシーズンは上質なパウダース
ノー、春スキーは豊富な雪とブナの新緑の中での滑走
が楽しめます。
http://okutadami.co.jp/ski/

▲シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
▲小海リエックス・スキーバレー 長野

甘いケーキや焼きたてパンに囲まれたお菓子屋さん
「シャトレーゼ」のスキー場
○シ http://www.chateraiseresort.co.jp/SKI/
○小 http://www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/

◆ふじてんスノーリゾート 山梨
富士山をバックに滑る抜群のロケーションが魅力。
パークアイテム充実のスノーパークやそり専用のち
びっこ愛ランドも人気。
※入場制限等の情報：今シーズン状況により入場規制を行う場
合があります。詳しくはHPをご覧ください。
https://www.fujiten.net/
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株式会社鈴木商会
（◆奥利根スノーパーク/●妙高赤倉温
泉スキー場/▲白樺湖ロイヤルヒル）

群馬/新潟/長野
パークからパウダー、ナイターまでスタイルに合
わせてチョイス可能!!ナイターも開催しておりナ
イターも開催しており1日中楽しめます!!
特典：ランチパック券割引（詳細は現地でご確認ください）

○奥 https://okutone.jp/
○赤 https://akakura-ski.com/
○白 https://royalhill.co.jp/

●ロッテアライリゾート
新潟

圧倒的な積雪量と国内最大級のフリーライディ
ングゾーン（未圧雪エリア）を誇る伝説のリゾート
で忘れられない経験を…

特典：リフト1日券300円引き
https://www.lottehotel.com/
arai-resort/ja.html

◆野沢温泉スキー場
長野

雄大な自然の美しさと抜群の雪質。そして13ケ
所の無料温泉浴場。１日では、遊びきれないビッ
グなウィンターリゾートです。

http://nozawaski.com/

◆斑尾高原スキー場
長野

ツリーランコース数・日本一！豊富な積雪と極上
のパウダースノー“Madapow”を堪能しよう!!

特典：大人　食事券（1,000円分）付き
　　　リフト１日券　通常6,000円→5,100円 http://www.madarao.jp/ski

●栂池高原スキー場
●白馬乗鞍温泉スキー場
●白馬コルチナスキー場

長野
長野県最北端にある、豊富な積雪量と極上のパ
ウダースノーが楽しめ、雪国体験が待ち受ける冒
険にワクワク！

○栂 https://www.tsugaike.gr.jp/winter
○乗 https://www.hakunori.com/
○コ https://www.hgp.co.jp/cortina/ski/index.html

●白馬岩岳スノーフィールド
長野

広大な絶景ゲレンデ、一つ上に挑戦できる「ス
ノーリゾート」自然の地形を生かした、山頂から東
西南北に広がるコースはバリエーション豊富。

https://iwatake-mountain-
resort.com/winter

▼夏油高原スキー場
岩手

圧倒的降雪量によるパウダー遭遇率はワールド
クラス！広大なツリーランエリアを滑り倒してくだ
さい！パウダージャンキー大歓迎！

http://www.geto8.com

◆会津高原だいくらスキー場
福島

バリエーションに富んだコースとパウダースノー
でお子様からベテランまで大満足♪　テイクアウ
トメニューもありますよ＾＾
特典：ホットコーヒー１杯250円⇒100円
（リーフレット１枚につき４人まで） http://daikura.net/

◆会津高原たかつえスキー場
福島

コースは多彩なものが揃い、重量感たっぷりの
滑りごたえを楽しめます。きめ細やかで最高の雪
質・眺望と共に、皆様をお待ちしております。
特典：ホットコーヒー１杯250円⇒100円
（リーフレット１枚につき４人まで） http://takatsue.jp/

◆会津高原南郷スキー場
福島

「フリーパーク」「ハーフパイプ」「パウダー」滑って
遊べるスキー場。食堂では地元ねぇ〜さん手作り
料理が自慢です。
特典：ホットコーヒー１杯250円⇒100円
（リーフレット１枚につき４人まで） http://www.nango-ski.com/

◆会津高原高畑スキー場
福島

会津高原エリア唯一のスキー専用ゲレンデ。滑り
応えのあるバラエティ豊かなゲレンデ構成でス
キーヤーオンリーを満喫できます！
特典：ホットコーヒー１杯250円⇒100円
（リーフレット１枚につき４人まで） www.takahata-ski.net

スキーヤーオンリースキー場
（◆会津高原高畑スキー場/▼白樺高原国際ス
キー場/▼ブランシュたかやまスキーリゾート）

福島/長野

全国でも数少ないスキーヤー専用のスキー場で
す！衝突事故が少なく安心安全なスキー場は小さ
いお子様からシニアまで大人気！！

○会 http://www.takahata-ski.net/
○白 https://shirakaba-ski.jp/
○ブ https://blanche-ski.com/

◆石打丸山◆湯沢高原
◆サンメドウズ清里スキー場

新潟/山梨

都心から約2時間で行ける青空ゲレンデ！ロケー
ション、ゲレンデコンディションも抜群！！

特典：�リフト1日券500円引き�
（サンメドウズ清里スキー場） ○サ https://www.sunmeadows.co.jp/

◆神立スノーリゾート
新潟

バラエティー豊かな全16コース！首都圏から最も
近いオール天然雪のスキー場！

http://kandatsu.com/

◆Mt.Naeba（苗場・かぐら）
新潟

Mt.Naebaは苗場、かぐらスキー場の総称で、国
内でも最大級を誇るスキー場！本格派からスキー
場が初めてという方まで対応が可能な施設です。

○苗 https://www.princehotels.co.jp/naeba-area/
○か https://www.princehotels.co.jp/ski/kagura/winter/

◆丸沼高原スキー場
群馬

エリアNo.1の標高にある丸沼高原。フローズン
ウェイブパーク丸沼は今年もイエローコースに
登場。人工降雪能力も更に向上！

https://www.marunuma.jp/winter/

◆ホワイトワールド尾瀬岩鞍
群馬

最長3.2キロの人気コースを始め、ロング&幅広
コースが特徴。初級者から上級者、ファミリーま
でレベルを問わず楽しめます。

http://www.oze-iwakura.co.jp/ski/

◆水上宝台樹スキー場
◆片品オグナほたかスキー場

群馬
宝台樹スキー場　
　子どもたちのホームゲレンデ＆多彩な16コース
オグナほたかスキー場
　極上パウダー＆ダイナミックバーン ○宝 https://hodaigi.jp

○オ http://ognahotaka.jp
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神田スポーツ祭りについて
神田スポーツ祭りは、「スポーツ＆ダイバーシティ」をテーマに、色々なスポーツをみんな
で楽しむことを目的としたフェスティバルです。神田スポーツ店協議会加盟店舗では冬に
遊べるレジャーの最新情報や割引チケット、セール用品を数多く取り揃え皆様のご来店を
お待ちしております。神田スポーツ店街の年に一度のお祭りを、ぜひお楽しみください。

主　　催／神田スポーツ店連絡協議会
後　　援／ 千代田区、東京商工会議所千代田支部、千代田区観光協会、千代田区商工業連合会、千代田

区商店街連合会、靖国通り商店街連合会、神田古書店連盟、ちよだ音楽連合会

特別協力／ 　
協　　力／�（一社）おもてなしランナー協会、（株）フィレール、（株）クロスブリッジ、クロススポーツマー

ケティング（株）、千代乃わ
特別協賛／大塚製薬（株）、コカ・コーライーストジャパン（株）VM巣鴨支店
協　　賛／�アシックスジャパン、アディダスジャパン、アメアスポーツジャパン、ウベックススポーツジャ

パン、エスエスケイ、MDVスポーツジャパン、エランジャパン、小賀坂スキー販売、オンヨネ、
ガンプ、キザキ、グループ・ロシニョール、K2ジャパン、コールマンジャパン、ゴールドウイン、
コロンビアスポーツウエアジャパン、シウラススポーツ用品、シナノ、スノーピーク、ゼット、ダ
イオス、テクニカグループジャパン、デサント、ドーム、ナイキジャパン、ニッキー、フェニック
ス、プーマジャパン、ヘッドジャパン、ホルメンコールジャパン、マテリアルスポーツ、マムート
ジャパン、ミズノ、山本光学、ラフマーミレー、レグザム、ロータスインターナショナル、ワコール

（50音順）

  　　　　　　　Go To Ski 小川広場出展ブース

● 秋田県 Ⓐ

◆福島県 ❷❸❹❺❻

◆群馬県 ����

◆山梨県 ❼Ⓓ

●赤倉・妙高 ��

◆野沢・斑尾 ��

◆苗場・上越・石打 ❼❽❾Ⓑ

▼菅平・峰の原 ❻

●白馬 ��

▲軽井沢・佐久 ��Ⓒ

◆岩手県 Ⓐ

▼夏油 ❶Ⓐ

下記のスキー団体を一堂に集めて最新情報を一挙公開!

※ 記事中の【特典】は本リーフレットを現地スキー場にご持参の方に
限りご利用になれます。特典の詳細は現地にてご確認ください。

https://kanda-sports.com/ksf2020/

神田スポーツ祭り2020 公式ホームページ
加盟店の詳細情報や、
各スキー場の詳しい
最新情報を公開

2020
スキーシーズン到来!!
神田スポーツ店街と

スキー場が
総力を結集!!

日時：2020/10/24土  25日  
会場：小川広場特設テント

入場予約制

10/24土  25日  小川広場特設テントにて

加盟店完全MAP神田スポーツ店連絡協議会

スポーツ用品大感謝
祭実施中！

神田スポーツ店連絡協議会

加盟店にてお買い物をしていただくと、宿泊券や福袋など豪華賞品が
当たるお楽しみ抽選券を差し上げます。（詳細は店舗にて）※なくなり次第終了
賞品引換日: 10/24土、25日11:00～17:00 小川広場特設テント
(引換日を過ぎた場合、当選は無効となります。)

Webサイトにも情報が満載！！ 10/24・25
の２日間は

生配信あり

 ＊入場には予約が必要です。
予約サイトはこちら→

https://kanda-sports.com/ksf2020/join/


