
 

２０１９年１１月２２日 

 

東 急 不 動 産 株 式 会 社 

株式会社東急リゾートサービス  

 

新施設や周年行事が続々！全国９箇所のスキー場営業開始 

～２０１９－２０２０ウインターシーズン～ 
 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：大隈 郁仁）及び株式会社東急リゾートサービス（本社：東京都渋谷

区、社長：熊沢 基好）は、全国に展開するスキー場含むスノーリゾートにおいて、１年を通じて外国人観光客（インバウ

ンド）も含む国内外のお客さまにお楽しみいただける通年型の山岳リゾートをめざし、２０１９年度のウインターシーズ

ンの営業を順次オープンすることをお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東急不動産及び東急リゾートサービスは全国９箇所でスノーリゾートの開発・運営を行っており、充実した施設とコース

バリエーションで、多くのお客さまから愛されております。 
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■ 新施設開業！ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ（北海道・虻田郡） 

北海道虻田郡のスノーリゾート「ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ」は、新千歳空港から約３時間でアクセス

可能なスキー場で、全２２コース（初級コース１０本、中級コース６本、上級コース６本）から構成されています。「世界

一の雪質」と称される純白のパウダースノーを求めて世界中からスキーヤーが集まります。 

１２月７日（土）には、ゲレンデ下に新施設「マウンテンセンター アネックス」を開業いたします。本施設は１F にパ

ブリックエリア、スノースクール受付、更衣室、コインロッカーなど、２F には延床面積８０２.０m²を誇る国内外のお客

様に楽しんてい゙ただけるよう充実した品揃えのスキー・スノーボードレンタルを完備。さらに、手ぶらで宿泊先と行き来

できるようにレンタル道具を翌日までお預かりするサービスも開始いたします。ニセコ地区で増加を続けるインバウンド

を含む国内外のスキー場利用客の利便性の大幅な向上を実現します。 

海外からのスキーヤーが多いニセコでは、外国語にも対応するスキー・スノーボードレッスンも充実。「ニセコマウンテ

ンリゾート グラン・ヒラフ」に面する「ホテルニセコアルペン」では、温泉をはじめ岩盤浴やボディケアなどの様々なリ

ラクゼーションが充実しています。 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

     

ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ概要 

営 業 期 間  ゲレンデコンディションが整い次第営業開始 ～２０２０年５月６日（水）予定 

営 業 時 間  ８時３０分～１６時３０分 

ナイター営業期間  ２０１９年１２月１１日（水）～２０２０年３月２２日（日） 

ア ク セ ス  車 ：新千歳空港から約３時間 

  電車：倶知安駅からバスで約２０分 

ゲ レ ン デ  [標高]２６０～１，２００ｍ [標高差]９４０ｍ [コース数]２２本 [面積]１３５．３ha 

  [総滑走距離]１７，６２１ｍ [斜度]最大４０度 平均１４度 

   [構成]初級４５％ 中級２８％ 上級２７％ [最大滑走距離]５,３１３ｍ 

  [ゲスト比率]スキー５０％ ボード５０％ 

リ フ ト  シングル１本 ペア７本 クワッド４本 ゴンドラ１本（合計１３本） 

【ニセコグラン・ヒラフ HP】http://www.grand-hirafu.jp/ 

羊蹄山を一望できるスキー場 ゲレンデ直結 ホテルニセコアルペン 

マウンテンセンター アネックス 

http://www.grand-hirafu.jp/
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■ カフェテリアをリニューアル！グランデコスノーリゾート（福島県・耶麻郡） 

福島県耶麻郡のスノーリゾート「グランデコスノーリゾート」は、東京から約３時間３０分でアクセス可能なスキー場

で、全１３コース（初級コース３本、中級コース５本、上級コース５本）から構成されています。昨年はショップ・カフ

ェテリアのリニューアルを実施し、今年はカフェテリア内をさらにリニューアル。「DECO café（デコカフェ）」が新しく

オープンします。 

また、コースピークが１,５９０m もの高さを誇る吾妻連峰からの上質な雪は、国内トップクラスのパウダースノーをお

楽しみいただけます。今年は上質な雪をよりお楽しみいただけるよう、非圧雪のコース「神雪ゾーン」を拡大、また様々

なアイテムを置いた「スロープパーク」もエリアを拡大し、さまざまなシーンに合わせてスキーをお楽しみいただけます。

昨年は初心者用ボードを１００セット導入、今年は「Roxy」「Quiksilver」などの人気ブランドウェアを数多く導入し、よ

り快適にお過ごしいただけます。また、今年からスキー場内に接骨院がオープン。万が一怪我をされた場合でも、すぐに

施術を受けることができ、より安全・安心してウインタースポーツをお楽しみいただけます。 

 

   
 

 

 
                         

                                   

グランデコスノーリゾート概要 

営業期間   ２０１９年１２月１日（日）～２０２０年４月１９日（日）予定 

営業時間   ８時３０分～１６時 

アクセス 車 ：猪苗代磐梯高原インターから約３０分（約２４km） 

 電車：猪苗代駅から送迎バスで約５０分 

ゲレンデ [標高]１,０１０～１,５９０ｍ [標高差]５８０ｍ [コース数]１３本 [面積]５８hr 

 [総滑走距離]４,５００ｍ [斜度]最大３３度 平均１７度 

 [構成]初級４０％ 中級４５％ 上級１５％ [最大滑走距離]４,５００ｍ 

 [ゲスト比率]スキー５０％ ボード５０％ 

リ フ ト  ５本 

【グランデコスノーリゾート 公式 HP】https://www.grandeco.com/winter/ 

 

ゲレンデ リニューアルした「DECO Café」 

レンタル 接骨院 

https://www.grandeco.com/winter/
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■ ２５周年イベントを開催！マウントジーンズ那須（栃木県・那須郡） 

栃木県那須郡のスノーリゾート「マウントジーンズ那須」は、東京から約２時間でアクセス可能なスキー場で、全７コ

ース（初級コース１本、中級コース５本、上級コース１本）から構成されています。今シーズンはスキー場開業２５周年

を迎え、来場者サービスやコラボ企画など様々なイベントを企画し２５周年を盛り上げます。 

クリスマスには全身サンタクロースの衣装になるとリフトが無料になる「クリスマス in マウントジーンズ」を実施

し、ゲレンデ一面が真っ赤なサンタクロースで溢れ、スキー場ならではのクリスマスを演出します。他にも、「那須どうぶ

つ王国」のアルパカと子供たちによる宝さがし大会や、スノーシューを履いた愛犬とゴンドラ山頂の那須高原・雪上林間

コースを走る「トレイルランレース」など、マウントジーンズ那須ならではのイベントを開催します。 

そのほかにも雪道用に作られたタイヤが太い自転車で林道を疾走する「ファットバイクツアー」や、愛犬と一緒に自然

を観察しながら探検する「スノーシューツアー」など、スキー以外のコンテンツも充実しています。 

 

          
       クリスマス in マウントジーンズ           那須スノードッグ トレイルランレース 

 

    
           ゲレンデ                     キッズ宝さがし大会 

 

マウントジーンズ那須概要 

営業期間   ２０１９年１２月２１日（土）～２０２０年３月２２日（日）予定 

営業時間   ９時～１６時 

アクセス 車 ：那須高原インターから約２０分 

 電車：東北新幹線那須塩原駅から送迎バスで約６０分 

ゲレンデ [標高]９５０～１,４１０ｍ [標高差]４６０ｍ [コース数]７本  

 [総滑走距離]５,９０１ｍ [斜度]最大２５度 平均１２度 

 [構成]初級２０％ 中級５０％ 上級３０％ [最大滑走距離]１,５０７ｍ 

 [ゲスト比率]スキー５０％ ボード５０％ 

リ フ ト ５本 

【マウントジーンズ那須 公式 HP】https://www.mtjeans.com/winter/ 

 

https://www.mtjeans.com/winter/
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■ 「スノーパーク」リニューアル！ハンターマウンテン塩原（栃木県・那須塩原市） 

栃木県那須塩原市のスノーリゾート「ハンターマウンテン塩原」は、首都圏から約２時間でアクセス可能なスキー場で、

全１２コース（初級コース６本、初・中級コース２本、中級コース２本、上級コース４本）から構成されています。開業

３０周年にイタリア「TECHNOALPIN」社製の最新降雪機２２台と水冷プラントを導入し、安定したゲレンデのオープン

を可能にしています。 

首都圏最大級のキッズパークには数多くの遊具があるほか、プラスチック製スキーで練習ができるハンタマ広場も完備。

子どもから大人、初心者から上級者まで楽しめます。ただ滑るだけでは物足りない方には、国内でも数少ないハーフパイ

プが設置されるなど、充実したスノーパークが魅力的。今シーズンはリニューアルによりキッカーやウェーブ、各種ジブ

アイテムの設置コースがブロードウェイからパークゲレンデとなり、ビギナーでも楽しめるアイテム構成へ生まれ変わり

ました。 

また、石釜焼きピザレストランの「ウォーヴォ・メタメタ」では、高温で焼き上げる「ハンタママルゲリータ」が大人

気メニュー。場内には、フォトジェニックなスポットも有り、SNS に思わず投稿したくなるワクワクが満載のスキー場で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                        

 

 

 

 

 

 

                                

                               

高温で焼き上げる「ハンタママルゲリータ」               フォトスポット 

 

ハンターマウンテン塩原 

営業期間   ２０１９年１１月３０日（土）～２０２０年４月５日（日）予定 

営業時間   ８時３０分～１６時３０分（土日祝は８時～１６時３０分） 

アクセス 車 ：東北自動車道西那須野塩原インターから約５０分（約２９km） 

 電車：東北新幹線那須塩原駅から予約制無料送迎バスで約６０分 

ゲレンデ [標高]１,１３８ｍ～１,６３８ｍ [標高差]６００ｍ [コース数]１２本 [面積]４２hr 

 [総滑走距離]８,５５０ｍ [斜度]最大２５度 平均１５度 

 [構成]初級３０％ 中級４０％ 上級３０％ [最大滑走距離]３,０００ｍ 

 [ゲスト比率]スキー５０％ ボード５０％ 

リ フ ト  ６本 

【ハンターマウンテン 公式 HP】https://www.hunter.co.jp/winter/ 

降雪風景 ハーフパイプ 

https://www.hunter.co.jp/winter/
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■ 高崎駅前より直行バスの運行開始！たんばらスキーパーク（群馬県・沼田市） 

群馬県沼田市のスノーリゾート「たんばらスキーパーク」は、全８コース（初級コース４本、中級コース３本、上級コ

ース１本）から構成されています。首都圏から約２時間という立地にありながら、標高１,２５０m～１,５５０m に位置す

ることから良質なパウダースノーの降雪量が多く、近年不安定な天候条件にありながら、１１月下旬から５月上旬まで営

業を続けております。昨年は約１６万３千人のお客様にご来場頂き、群馬県内のスキー場で第２位の来場者数となりまし

た。 

レストランは、それぞれの店舗にて「丼」、「ラーメン」の新メニューをご用意。今年から中華専門店も新登場し、香港

シェフが作る本場の味が楽しめる「焼売」、「チャーシューネギそば」が一押しです。さらに、今シーズンより JR 高崎駅前

より土日祝限定でたんばらスキーパーク直行便を運行開始し、アクセス混雑解消の取り組みとして「無料チェーンレンタ

ル」も実施します。そのほか「キッズ宝探し大会」や、一列になってまるでトレイン(列車)のように大勢で左右に大きく曲

がりながら滑走する「スーパーロングトレイン」を今シーズンから開始するなど、毎月さまざまなイベントを開催し、小

さなお子様でもお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中華専門店の看板メニュー「焼売」             高崎駅から直行バス運行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         キッズ宝探し大会                    センターコース 

 

たんばらスキーパーク概要 

営業期間   ゲレンデコンディションが整い次第営業開始～２０２０年５月６日（水）予定 

営業時間   ８時３０分～１６時（特定日は８時～１６時） 

アクセス 車 ：関越自動車道沼田インターから約３０分 

 電車：上越新幹線上毛高原駅から送迎バスで約５０分 

ゲレンデ [標高]１,２５０～１,５５０ｍ [標高差]３００ｍ [コース数]８本 [面積]４１hr 

 [総滑走距離]９,０００ｍ [斜度]最大２５度 平均１０度 

 [構成]初級３５％ 中級４５％ 上級２０％ [最大滑走距離]２,５５０ｍ 

 [ゲスト比率]スキー６０％ ボード４０％ 

リ フ ト ６本 

【たんばらスキーパーク 公式 HP】https://www.tambara.co.jp/winter/ 

https://www.tambara.co.jp/winter/
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■ ３０周年の特別プラン登場！タングラムスキーサーカス（長野県・上水内郡） 

 長野県上水内郡のスノーリゾート「タングラムスキーサーカス」は北信州・斑尾高原に位置し、良質な天然雪の全１５

コース（初級３０％、中級４０％本、上級３０％）から構成されています。ゲレンデ下部にリゾートホテル「ホテルタン

グラム」が隣接し、宿泊を伴うゆとりのリゾートスキーを楽しむ方が多いのも特徴です。 

小さなお子様や親子三世代での利用も多く、滑る以外のアクティビティも充実しています。スノーエスカレーターを備

えた「キッズパーク」、５歳から乗れる「スノーモビル」、スノーモビルが引くボートで雪原を疾走する「スノーラフティ

ング」、センターハウス内には「ボルダリング」、「室内プール」、「温泉露天風呂」もあります。また、「野尻湖テラス観光

リフト」に乗れば、スキーをしない方も標高１,１００ｍの展望ラウンジから野尻湖や北信五岳の素晴らしい眺望を楽しむ

ことができます。 

３０周年を迎える２０１９-２０シーズンは、滑る・遊ぶ・泊まるがひとつになったオールインワンリゾートを象徴する

特別宿泊プランが登場しました。ホテルタングラムに泊まり、斑尾全山共通リフト券はもちろん、レンタルフルセット、

スノーラフティングやスノーモビルなど対象アクティビティが滞在中使い放題・遊び放題のリゾート満喫プランとなって

います。 

 

           

 

          

 

 

タングラムスキーサーカス概要 

営業期間   ２０１９年１２月２１日（土）～２０２０年３月３１日（火）予定 

営業時間   ８時３０分～１６時３０分（２月１５日以降、～１７時） 

アクセス 車 ：上信越自動車道信濃町インターから約２０分（約１０km） 

 電車：北陸新幹線飯山駅から路線バスで約４５分 

ゲレンデ [標高]８００～１,３２０ｍ [標高差]５２０ｍ [コース数]１９本 [面積]５０hr 

 [総滑走距離]１０,１１８ｍ [斜度]最大３５度 平均１６度 

 [構成]初級３０％ 中級４０％ 上級３０％ [最大滑走距離]２,５００ｍ 

 [ゲスト比率]スキー６０％ ボード４０％ 

リ フ ト  クワッドリフト２本、ペアリフト３本 

【タングラムスキーサーカス 公式 HP】https://www.tangram.jp/ski/ 

5 歳から乗車 OK！「スノーモビル」 ゲレンデからウォークイン「ホテルタングラム」 

雪原を疾走！「スノーラフティング」 「野尻湖テラス観光リフト」上部からの眺め 

https://www.tangram.jp/ski/
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■ 待望の「パウダーツリーランコース」オープン！スキージャム勝山（福井県・勝山市） 

福井県勝山市のスノーリゾート「スキージャム勝山」は、車で大阪から約３時間、名古屋から約２時間でアクセス可能

なスキー場で、全１２コース（初級コース４本、中級コース６本、上級コース２本）から構成されています。西日本最大

級のビッグゲレンデとしてお客さまに愛され続けています。 

今シーズンは待望の「パウダーツリーランコース」がオープンします。自然の地形をそのまま使ったコースで、勝山特

有の豪雪パウダーで未経験の浮遊感をお楽しみいただけます。 

西日本最大級のスキー場は「キッズ＆ビギナーパーク」も西日本最大級。恐竜をテーマにした通称「ビキッズパーク」

では、かわいい恐竜モニュメントや遊具が充実しており、リフトではなくムービングベルトも備えているのでスキー、ス

ノーボードに不慣れな方でも安心です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パウダーツリーランコース              西日本最大級のビッグゲレンデ 

 

 

 

 

 

 

 

キッズ＆ビギナーパーク              家族で楽しめるアクティビティが充実 

 

スキージャム勝山概要 

営業期間   ２０１９年１２月１４日（土）～２０２０年３月２９日（日）予定 

営業時間   平日８時３０分～１６時３０分、土日祝日８時～１６時３０分（※２月１日からは～１７時まで） 

アクセス 車 ：中部縦貫自動車道勝山インターから約２０分（約１３km） 

ゲレンデ [標高]６１０～１,３２０ｍ [標高差]７１０ｍ [コース数]１２本 [面積]４１０hr 

 [総滑走距離]５,８００ｍ [斜度]最大３７度 平均１１度 

 [構成]初級３０％ 中級４０％ 上級３０％ [最大滑走距離]５,８００ｍ 

 [ゲスト比率]スキー４５％ ボード５５％ 

リ フ ト ペア３本 トリプル１本 クワッド４本 

【スキージャム勝山 公式 HP】https://www.skijam.jp/winter/ 

 

 

 

https://www.skijam.jp/winter/
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■ 地元・信州福美鶏の新メニュー登場！蓼科東急スキー場（長野県・茅野市） 

長野県茅野市のスノーリゾート「蓼科東急リゾート」は、東京から車で約３時間でアクセス可能なスキー場で、全３コ

ース（初級コース１本、中級コース１本、上級コース１本）から構成されています。アクティビティが充実しており、チ

ュービングやスノーストライダー、スノーレーサーなど、晴天率８０％の高原で家族でゆっくりお楽しみいただけます。 

蓼科東急リゾートの施設内にあることから、穴場のスキー場として混雑することなくゆったりと利用できるのも魅力。

「蓼科東急キッズデー」として、ストラックアウトや宝探しなど、子ども向けのイベントも定期的に開催しています。また、

スキーをしたことのない親子でも安心な特別プランのスキー教室も行っているので、プライベート空間あふれるスキー場

でスキーデビューしていただけます。レストラン「ビーンズ」では数量限定の「大人のローストビーフ丼」や新メニュー

の信州福美鶏を使用した「アヒージョ」など信州ならではのお食事も沢山ご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓼科東急スキー場概要 

営業期間   ２０１９年１２月２１日（土）～２０２０年３月２９日（日）予定 

営業時間   ９時～１６時 

アクセス   車 ：諏訪インターから約３５分（約２０km）電車：JR 中央線茅野駅から送迎バスで約３０分 

ゲレンデ   [標高]１,３１０～１,４００ｍ [標高差]９０ｍ [コース数]３本 [面積]１８hr 

[総滑走距離]１,１００ｍ [斜度]最大２８度 平均１５度 

[構成]初級４０％ 中級４０％ 上級２０％ [最大滑走距離]５００ｍ 

[ゲスト比率]スキー８０％ ボード２０％ 

リ フ ト   １本 

【蓼科東急スキー場 公式 HP】 http://www.tateshina-tokyu.com/outdoor/ski/ 

 

 

 

雪あそび広場 チュービング 

クリスマスイベント 信州福美鶏のアヒージョ 

http://www.tateshina-tokyu.com/outdoor/ski/
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■ レンタルを最新モデルにリニューアル！富士見パノラマリゾート（長野県・富士見町） 

長野県富士見町にある晴天率が高いスノーリゾートで、八王子から約９０分、横浜から約１３０分、静岡から約１３０

分と首都圏からアクセス抜群のスキー場です。コースは全７コース（初級２コース、中級４コース、上級１コース）あり、

３，０００ｍの絶景を望むロングコースや初心者にも優しいファミリーゲレンデ、小さなお子様にはキッズパークも充実

しているなど、大人も子供も楽しめるゲレンデ構成が魅力です。 

１２月から３月は、「八ヶ岳ブルー」と呼ばれる、抜けるような青空の絶景もお楽しみいただけます。今シーズンはブラ

ンドレンタル「サロモンアトミックステーション」をオールリニューアルし、スキー、スノーボードは最新モデル総数約

１，５００セットを取りそろえています。 

また、ゴンドラ山頂駅から入笠山山頂をめざすルートをスノーシューで歩く「スノートレッキング」も、初心者の方で

も楽しめるアクティビティとしておすすめです。山頂からは富士山、八ヶ岳はもちろん南、中央北アルプスまで３６０度

を見渡す大展望が広がります。 

                      

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士見パノラマリゾート概要 

営業期間  ２０１９年１２月７日（土）～２０２０年４月５日（日）予定 

営業時間  ８時３０分～１６時３０分 （土日祝８時～） ナイター営業日（１７時３０分～２１時３０分） 

アクセス  車：中央自動車道諏訪南 IC より７分（５ｋｍ） 

      電車：JR 中央本線富士見駅からタクシーまたは無料送迎バスにて約１０分  

ゲレンデ  [標高]１,０５０ｍ～１,７８０ｍ [高低差]７３０ｍ [コース数]７ [面積]２４.２ha 

      [総滑走距離]約４,８００m  [斜度]最大２７度 

      [構成]初級３０％ 中級４０％ 上級３０％ [最大滑走距離]３,０００ｍ 

リ フ ト   ゴンドラリフト１本 ペアリフト６本 

【富士見パノラマリゾート 公式 HP】 https://www.fujimipanorama.com/snow/ 

 

 

八ヶ岳ブルー キッズパーク 

サロモンアトミックステーション 
初心者から楽しめるスノーシュー 

https://www.fujimipanorama.com/snow/
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■ 魅力あふれる通年型山岳リゾートをめざして 

 東急不動産及び東急リゾートサービスでは、スキーシーズンだけでなくグリーンシーズンにも各スキー場で来場者に楽

しんでいただけるようなたくさんのイベントを開催しています。また、さらなる利便性向上にむけて、今シーズンよりス

キー場のレンタル/スクールのオンライン予約を可能にする、モバイルバッテリー貸出サービスを開始するなど、スマート

スキーリゾートをめざした取り組みも開始しました。 

 これからも魅力あふれる通年型山岳リゾートをめざし、さまざまな取り組みを進めてまいります。 

 

＜関連ニュースリリース一覧＞ 

リリース日 タイトル URL 

２０１９年 

７月１８日 

２０１９グリーンシーズンのイベント本格取り組み開始 

～インスタ映えスポット続々登場～ 

https://www.tokyu-land.co.jp/news/

２０１９/００１０１５.html 

２０１９年 

１０月２日 

スマホで予約、スマホで受付！スキー場のレンタル /   

スクール予約サイトがオープン！東急リゾートサービス 

運営の全国６つのスキー場で一斉受付開始！ 

http://www.resortservice.co.jp/news

/2019.html 

２０１９年 

１０月２５日 

スマホ一つで快適に、スマートスキーリゾートを目指して

～全国７スキー場にてモバイルバッテリー貸出サービスを

開始～ 

http://www.resortservice.co.jp/news

/2019.html 

 

https://www.tokyu-land.co.jp/news/2019/001015.html
https://www.tokyu-land.co.jp/news/2019/001015.html
http://www.resortservice.co.jp/news/2019.html
http://www.resortservice.co.jp/news/2019.html
http://www.resortservice.co.jp/news/2019.html
http://www.resortservice.co.jp/news/2019.html

