
 

 

 

関係者各位 

2022年 11月２日 

日本スキー場開発株式会社 

  
 
 
 

 

 

 

日本スキー場開発株式会社（以下略称：NSD）は、将来のウィンタースポーツ人口増加を目的にお子様の雪山デビューの

軽減、お子様と一緒に家族でスキー場へ遊びに来やすい環境づくりとして、「NSD キッズプログラム」の募集を開始しております。 

この度、新潟県「石打丸山スキー場」と滋賀県「びわ湖バレイスキー場」の 2 スキー場が、NSD キッズプログラムの利用スキー

場として参加が決定し、滋賀県、岐阜県、新潟県、長野県、群馬県、宮城県の計 10 スキー場へと利用エリアが拡大します。                   

※1シーズン券カード発行費用 1,500円がお申込み時に必要となります。（クレジットカード決済のみ対応） 

NSD キッズプログラムでは新潟県と滋賀県のスキー場が追加となり、計 10 スキー場で NSD キッズプログラムのサポート受けら

れるようになりました。西は滋賀県、東は宮城県まで日本国内スキー場でのエリア拡大が進み、多くのお子様が雪山を体験で

きる環境をサポートしてまいります。 

既に NSDキッズプログラムをお申込みの方も追加２スキー場でのご利用が可能となります。 

※石打丸山スキー場とびわ湖バレイスキー場については、各チケット販売所にて都度 NSD キッズプログラムのリフト IC チケット

シーズン券をチケット販売所にご提示し、各スキー場のリフト子供 1日券との交換が必要となります。 

 

NSDキッズプログラム 募集期間／限定数 

募集期間：2022年 11月 30日まで 

発行数 ：30,000名限定 （限定数到達で受付申込を終了させていただきます。） 

お申し込み：https://www.nippon-ski.jp/kids/ 

※既に NSD キッズプログラムのご登録が完了している方も、「石打丸山スキー場」「びわ湖バレイスキー場」の利用が可能とな

ります。 

※石打丸山スキー場、びわ湖バレイでのご利用の際は、シーズンリフト IC チケットをチケット売り場で 1日券と交換してご利用

ください。 

お子様の雪山体験をサポート。“NSDキッズプログラム”の利用エリア拡大！ 

新潟県「石打丸山スキー場」と滋賀県「びわ湖バレイスキー場」の追加参加決定！ 

10 スキー場で使える小学生以下、シーズン券を先着限定枚数無料提供。※1 

申込期限：2022年 11月 30日まで 

https://www.nippon-ski.jp/kids/


 

 

 

石打丸山スキー場 【新潟県南魚沼市】 

関越自動車道塩沢石打 ICからわずか 5分、新幹線でも東京より 90分と抜群のアクセス。エリア最大級の広い絶景ゲレン

デと豊富な天然雪を楽しめる事で、70年以上の歴史を持つ新潟を代表するスキー場です。 

世界最新鋭コンビリフト「サンライズエクスプレス」や、来場者に必要なサービスをワンストップで提供する「リゾートセンター」を新

たに新設し、ますます便利で快適なスノーリゾートへと進化しています！ 

ゴンドラ山頂駅付近にはスキーをしなくても雪山の魅力を存分に楽しめる「ザ・ヴェランダ石打丸山」が誕生！マウンテンリゾート

として幅広い楽しみ方が可能となりました。 

https://ishiuchi.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE GUIDE（コースガイド） 

コース数 23／最大斜度 33度／最長滑走距離 4,000m 

 

PICK UP！ 2022新登場 ザ・ヴェランダ石打丸山  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキーをしなくても雪山の魅力を存分に楽しめる、石打丸山スキー場の新スポット「ザ・ヴェランダ石打丸山」。エリア最大級の

広さを持つカフェを併設した展望テラスを中心としたエリア。 

展望テラスは魚沼平野と越後三山の雪景色を眺めながら開放的な空間で食事やお茶をしながらゆったりとお過ごしいただけま

す。中でも、絶景ポイントに設置していますドームテントでは、雪の中のプライベートな空間ですばらしい雪景色をお楽しみいた

だけます。スノーエスカレーターを使って手軽で簡単に雪遊びが楽しめるスノーガーデンなども設置しており、思い思いの過ごし方

でのんびりと雪山を楽しみください。 

 

石打丸山スキー場  NSD キッズプログラムシーズン券引き換え場所  

石打丸山リゾートセンター(中央口 ) 

※web 申込時に、他スキー場を引換場所として選択した場合「石打丸山スキー場」での新規シーズン券の受け

取りはできませんのでご注意ください。 

 

NSD キッズプログラム特典  

レンタル 20％割引(石打丸山リゾートセンター内レンタルショップのみの取り扱いとなります) 

※リフト券引き換え前に、今年度の NSD キッズプログラムリフト IC チケットをご提示ください。 

 

 

 

 

https://ishiuchi.or.jp/


 

 

 

びわ湖バレイスキー場 【滋賀県大津市】 

名神高速京都東 IC から 40 分！京阪神エリアから好アクセスとノーマルタイヤで行ける日が多いのがポイント。天然

雪と世界レベルの人工降雪機で豊富な雪量と雪質で上質な滑走が楽しめます。琵琶湖の絶景を眺めながら滑るホーラ

イパノラマゲレンデや人気の林間コースなど、変化に富んだ 9 つの多彩なコースが自慢で、スノーパーク、モーグルコ

ース、ツリーランもあり、初心者から上級者まで楽しむことができます。また、びわ湖テラスからの眺望は日本最大の

びわ湖を一望できる絶景スポットとなっており、併設するカフェやレストランで絶景をゆっくりとお楽しみいただけます。 

https://www.biwako-valley.com/ 

 

 

COURSE GUIDE（コースガイド） 

コース数 9／最大斜度 30 度／最長滑走距離 1,400m 

 

PICK UP！ スキースノーボードだけじゃない！びわ湖バレイのアクティビティ 

スキー、スノーボード以外にも、アトラクション満載のびわ湖バレイスキー場。雪遊び広場「スノーランド」はスノーエスカレーターを

使った雪遊び・そり遊びがお楽しみいただけます。さらに木々に張り巡らされたロープを滑車にかけて滑る爽快アトラクション「ジッ

プラインアドベンチャー」は琵琶湖に飛び込むような体験をお楽しみいただけます。 

 

びわ湖バレイのスノーアクティビティ 

https://www.biwako-valley.com/snow_activity/ 

 

びわ湖バレイスキー場  NSD キッズプログラムシーズン券引換場所  

ロープウェイ山麓駅チケット売場  

※web 申込時に、他スキー場を引換場所として選択した場合「びわ湖バレイ」での新規シーズン券の受け取りは

できませんのでご注意ください。 

 

NSD キッズプログラム特典  

レンタル 20%割引 (ロープウェイ山麓駅前  レンタルコーナー) 

※リフト券引き換え前に、今年度の NSD キッズプログラムリフト IC チケットをご提示ください。 

 

 

 

 

 

https://www.biwako-valley.com/
https://www.biwako-valley.com/snow_activity/


 

 

 

NSDキッズプログラムの内容 

近年ウィンタースポーツへ新たに参加する子供たちが年々減少傾向もあり、ウィンタースポーツに触れる為の軽減として、小学

生以下シーズン券の無料提供やレンタル用具の特別割引のご提供を企画し、ご家族で大自然と一体となった素晴らしいウィ

ンタースポーツを体験いただきたいと考えております。 

スキー場へまた行きたい！家族みんなの笑顔と雪山での感動共有の為、雪山デビューの軽減ができる環境を１つ１つ整えス 

キー場を好きになってもらいたい想いから NSDキッズプログラムが始まりました。お子様の上達向上心、目的、目標の達成な

ど、ご家族みんなも現実から離れ、様々な体験をする事で、お子様の心・体・頭を育むきっかけになる事を応援してまいります。 

 

 

①10 スキー場どこでも滑れる小学生以下無料シーズン券先着 30,000名を募集！ 

お子様（小学生以下 4歳～12歳）限定で、滋賀県・岐阜県・新潟県・長野県・群馬県・宮城県にある NSDキッズプロ

グラム開催 10 スキー場を体験できます。 

※既に NSD キッズプログラムのご登録が完了している方も、「石打丸山スキー場」「びわ湖バレイスキー場」の利用が可能とな

ります。 

 

NSDキッズプログラム 募集期間／限定数 

募集期間：2022年 11月 30日まで 

発行数 ：30,000枚限定 

お申込み：https://www.nippon-ski.jp/kids/ 

※募集期間中でも募集人数 30,000名で募集を締め切りとさせていただきます。 

※NSD キッズプログラムは事前申込制となっております。事前にお申込みされたお子様のみ利用が可能となります。 

※シーズン券カード発行費用 1,500円がお申込み時に必要となります。（クレジットカード決済） 

※WEB限定でのお申込みとなります。予めご了承ください。 

※キッズプログラムシーズン券はご登録のお子様ご本人しか利用できません。 

※チケットの引き渡しは、お申込み時のご指定スキー場での引き渡しになります。 

※石打丸山スキー場、びわ湖バレイスキー場でのご利用の際は、シーズンリフト IC チケットを、チケット売り場で 1日券と交換 

のうえご利用ください。 

※学校行事や団体行事などでのシーズン券のご利用はできません。 

 

 

 

 

 

https://www.nippon-ski.jp/kids/


 

 

 

【NSD キッズプログラム お子様シーズン券利用可スキー場】 

【滋賀県】 びわ湖バレイスキー場   【新潟県】 石打丸山スキー場     【長野県】 竜王スキーパーク 

【岐阜県】 めいほうスキー場       【長野県】 菅平高原スノーリゾート    【長野県】 鹿島槍スキー場ファミリーパーク 

【長野県】 つがいけマウンテンリゾート   【長野県】 八方尾根スキー場      【群馬県】 オグナほたかスキー場 

 

 

 

 

 

 

 

【宮城県】 みやぎ蔵王えぼしリゾート   

 

NSDキッズプログラム「ポケモン」リフト ICシーズン券 

 

 

 

 

 

 

 

 

※デザインが変更になる場合もございます。 

 



 

 

 

②小学生以下限定 レンタル特別割引 

NSDキッズプログラム開催スキー場では、メンテナンスされたレンタルギアを、本プログラムにご登録のお子様へ特別料金にてご

提供致します。また、シーズンレンタルのサービスも行っております。 

※NSD キッズプログラムメンバーシップ登録の方限定のサービスになります。 

※レンタルはスキー場ごとに指定場所がありますのでご注意ください。 

※ご利用の際は NSD キッズプログラムシーズン券のご提示が必要となります。 

※スキー場により割引額の変動がございます。ご確認の上ご利用ください。 

※シーズンレンタルは「レンタルスパイシー」の HP よりWEB でのお申込みとなります。 

 新規会員登録のうえ、お申込ください。 

https://www.nippon-ski.jp/kids/ 

 

③公式 LINE 

NSDキッズプログラムではシーズンに向け、LINE登録者に向けた新たなプログラムサービスを企画しております。 

【ご登録 LINE特典予定】 

・来場スタンプ・・・回数に応じた来場特典がもらえる 

・保護者特典・・・お子様だけではなくご一緒にご来場の保護者にも特典あり 

・イベント参加・・・キッズプログラムのイベントを企画。参加者の募集など情報発信 

 

【キッズプログラム LINE公式エントリー】 

https://lin.ee/ex3ykhD 

 

 

 

 

 

 

 

◆日本スキー場開発株式会社について 

長野県 6 カ所、群馬県１カ所、岐阜県 1 カ所 計 8 スキー場とレンタルショップ複数店を運営。 

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わってい

ただくことを最大の使命としています。 

https://nippon-ski.jp/ 

  

【日本スキー場開発 グループスキー場及び施設】 

HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場ファミリーパーク（長野県大町市） https://www.kashimayari.net/snow/ 

HAKUBA VALLEY 白馬八方尾根スキー場（長野県白馬村） https://www.happo-one.jp/ 

HAKUBA VALLEY 白馬岩岳スノーフィールド（長野県白馬村）https://iwatake-mountain-resort.com/winter 

HAKUBA VALLEY つがいけマウンテンリゾート（長野県小谷村） https://www.tsugaike.gr.jp/ 

レンタルショップ SPICY（長野県白馬村） https://spicy.co.jp/ 

竜王スキーパーク（長野県山ノ内町） https://www.ryuoo.com/ 

菅平高原スノーリゾート（長野県上田市） https://sugadaira-snowresort.com/ 

川場スキー場（群馬県川場村） https://www.kawaba.co.jp/snow/ 

めいほうスキー場（岐阜県郡上市） https://www.meihoski.co.jp/winter/ 

 

https://www.nippon-ski.jp/kids/
https://lin.ee/ex3ykhD
https://nippon-ski.jp/
https://www.kashimayari.net/snow/
https://www.happo-one.jp/
https://iwatake-mountain-resort.com/winter
https://www.tsugaike.gr.jp/
https://spicy.co.jp/
https://www.ryuoo.com/
https://sugadaira-snowresort.com/
https://www.kawaba.co.jp/snow/
https://www.meihoski.co.jp/winter/


 

 

 

 

 《本件に関するお問い合わせ先》 
日本スキー場開発株式会社 広報担当 メール： nsd-information@nippon-ski.jp 

mailto:nsd-information@nippon-ski.jp

