
  

２０１９年７月１８日 

 

東急不動産株式会社 

株式会社東急リゾートサービス 

 

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～ 

 

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

東京都港区、社長：熊沢 基好）は、全国に展開するスノーリゾートにおいて、ウインターシーズンだけでな

く 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

ゾートを目指し、２０１９年度のグリーンシーズンの営業をオープンしましたことをお知らせいたします。 

 

■ インスタ映えスポット設置！ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ（北海道） 

北海道虻田郡倶知安町のスノーリゾート「ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ」では、純白のパウ

ダースノーを求めて世界中からスキーヤー・スノーボーダーが集まります。ニセコは、外資系ホテルの誘致や、

新規コンドミニアムの開業、札幌オリンピック誘致への期待、高速道路延伸、北海道新幹線が予定されるなど、

地域としての注目度もさらに高まることが予想されます。冬のリゾート地としてのイメージが強いニセコで

すが、グリーンシーズンの快適な気候や豊富なアクティビティを求めて、夏の注目度もあがっております。 

 

 今年は、昨年好評だったゲレンデ中腹のお昼寝スポット「丘の上の展望ベッド～＃NISEKO SIESTA～」（に

せこ しえすた）に、雄大な羊蹄山が背景になるようなセルフィースポットを設置。色鮮やかなソフトドリン

クやコールドスイーツを提供開始する等、「インスタ映え」をテーマに、新しい取り組みを７月１３日（土）

から開始いたしました。 

 

 

 

 

 

#NISEKO SIESTA 
（画像左から）アンヌプリサンセット（トマト）、羊蹄サンライズ（メロン） 

ヒラフスカイソーダ（ラムネ） 



 

 

 

#NISEKO SIESTA 

ゲレンデの中腹・標高８２０ｍ地点に、大自然を感じながら北海道を代表する羊蹄山を一望できる展望スポ

ット「丘の上の展望ベッド～＃NISEKO SIESTA～」を設置。直径約 2m の円形ベッドで寝転ぶなど様々なア

イテムでくつろぎながら、セルフィースポットを活用してインスタ映えするソフトドリンクやスイーツとと

もに、写真の撮影をお楽しみいただけます。 

 

開催期間  ２０１９年７月１３日（土）～９月２３日（月祝） 

営業時間  ９時～１６時  ※８月１１日（日）～１８日（日）は８時３０分～１６時 

料 金  無料（サマーゴンドラ利用料金 往復大人１，１００円、小人５５０円がかかります。） 

 

MTB ダウンヒル＆フロートレイル 

本格的なダウンヒルコース、そして全長約１，４００m の初心者から上級者ま

で幅広い層が楽しめるフロートレイル、2 つのマウンテンバイク専用コースで

す。 

北海道ニセコらしい大自然溢れる景色の中、爽やかな風とマウンテンバイクに

よるスピード感をお楽しみいただけます。また初めてチャレンジされる方向け

に「初心者向け練習エリア」を新設。E-Bike（電動アシスト MTB）のレンタ

ルもご用意しております。 

 

開催期間  (MTB ダウンヒル)２０１９年７月１３日（土）～９月２３日（月祝） 

(フロートレイル)２０１９年 6 月 8 日（土）～１０月６日（日） 

営業時間  ９時３０分～１５時３０分 

料 金  MTB レンタル料：９０分３，５００円～（フロートレイルコース使用料含む）など 

      詳細は URL 参照：http://www.grand-hirafu.jp/summer/mtb_lp/ 

 

ほかにもニセコの自然を遊びながら学べる自然情報室「エコル」や小さなお子さま向けのストライダー専用パ

ークなど、ご家族連れでお楽しみいただけます。 

 

■ 標高１，３００ｍの涼風、５万株のラベンダーの香り・たんばらスキーパーク（群馬県） 

標高１，３００m に位置し、７～８月の平均気温は約２０℃と首都圏よりも約１０℃も涼しい群馬県沼

田市。ラベンダーの癒しの香りと涼しさを求めて、最盛期には 1 日に 1 万人ものお客様で賑わう避暑スポ

ットとして、群馬県内有数の観光施設となっています。 

 ラベンダーは早咲き、中咲き、遅咲きと順に咲く事により、７月から８月下旬まで長期間楽しむ事ができ

ます。また園内ではシーズン中に６万個も売れる人気のラベンダーソフト、甘くて美味しいクレープなどス

イーツも充実しています。 

 

http://www.grand-hirafu.jp/summer/mtb_lp/


 

 

 

ほかにも、今年はヨーロッパで４００年以上の歴史をもつ伝統的アート「インフィオラータ」が新登場。

花びらとカラーサンドを使用して創り上げられており、新たなインスタ映えスポットとして、ひまわりガー

デンや、「英国チェルシーフラワーショー」で金賞を受賞し続ける世界的な庭園デザイナー・石原和幸氏が

プロデュースする「アニマルトピアリー」と合わせてお楽しみいただけます。 

 また、「花」をテーマにした「たんばら花のキルト展」を開催。国内外キルトコンテストの上位受賞作品

を含む大小約５０作品を展示しています。（公財）日本手芸普及協会副会長・岡本洋子氏らが出展する和キ

ルト他、選りすぐりの花のキルトが咲き誇ります。 

 

 

  

 

たんばらラベンダーパーク 

規 模  ラベンダー約５万株 

営業期間  ２０１９年６月２９日（土）～８月２５日（日）予定 

営業時間  ８時３０分～１７時  

入 園 料  大人１，２００円  小学生以下無料  ペット４００円（オリジナルエチケットバック付） 

      ※夏山リフトは別料金（片道 大人５００円より。詳しくは下記 URL をご参照ください。） 

U R L https://www.tambara.co.jp/lavenderpark/ 

 

 

ラベンダーソフト たんばらラベンダーパーク 

インフィオラータ アニマルトピアリー たんばら花のキルト展 

https://www.tambara.co.jp/lavenderpark/


 

 

 

■ 恐竜をテーマにした日本最大級の地上絵が誕生・スキージャム勝山（福井県） 

福井県勝山市のスノーリゾート「スキージャム勝山」の事業区域内では、恐竜をテーマにした北陸最大級の 

イルミネーション「ジオ・イルミネーション」を７月１日（月）からオープン。「ジオ・イルミネーション」

は福井らしさ・勝山らしさを代表するキーワード「太古と恐竜の世界」をコンセプトとし、地球が誕生した４

６億年前の時代から、植物や動物が生まれた時代、恐竜が生息していたと呼ばれる中生代までを新しい光の演

出技術を用いて表現します。本イルミネーションでは 1 周約１．７ｍの中に約６０万球の電球が用いられ、地

質年代に基づいた 6 つのエリアに分けてテーマを設定しており、それぞれの時代で繁栄した恐竜や植物等の

生命をご覧いただけます。今年はレーザーを使った奇跡のオーロラショーや、全長１０７ｍのティラノサウル

スをはじめとした日本最大級の地上絵など、さらにパワーアップしております。 

 

その他にもセグウェイ体験や標高１，０００ｍの高原ならではのパラグライダー、ゲレンデを利用した芝そ

り、恐竜をテーマにした子ども向けのパーク「わんぱく恐竜ランド」など、家族連れでもお楽しみいただけま

す。 

 

ジオ・イルミネーション 

規 模  電球数ＬＥＤ電球 および ミラーボール・オブジェ等 約６０万球 

敷地面積  ２６，１００㎡ 

営業期間  ２０１９年 7 月１日（月）～１１月４日（月祝） 

営業時間  ７月１日（月）～  ７月３１日（水）  １９時～２１時３０分（２２時閉園） 

８月１日（木）～ ９月３０日（月）  １８時３０分～２１時３０分（２２時閉園） 

１０月１日（火）～１１月４日（月祝） １７時３０分～２１時３０分（２２時閉園） 

入 場 料   大人 １，０００円   小学生 ５００円   未就学児 無料 

U R L   http://www.skijam.jp/illumination/ 

 

 

 

ジオ・イルミネーション 

http://www.skijam.jp/illumination/


 

 

 

■ 日本最大級の４００万輪のゆりを使用・ハンターマウンテン塩原（栃木県） 

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」では、日本最大級の４００万輪のゆりが咲き誇

る「ハンターマウンテンゆりパーク」が７月１３日（土）から開業しました。１５年目を迎える「ハンターマ

ウンテン ゆりパーク」は色とりどりカラフルなスカシ系のゆりや、カサブランカなどの香りも楽しめるオリ

エンタル系のゆり、約５０種４００万輪のゆりが、約３万坪のゲレンデとコントラストも美しい白樺エリアに

咲き乱れる日本最大級のゆり園です。 

 

       
 

  
 

 

ハンターマウンテンゆりパーク 

営業期間  ２０１９年 7 月１３日（土）～８月２５日（日） 

営業時間  ９時～１６時４５分  

入 園 料  大人 １，０００円  小人 ５００円 ペット 無料 

      ※フラワーリフトは別料金（上り 大人７００円より。詳しくは下記 URL をご参照ください。） 

U R L  https://www.hunter.co.jp/yuri/ 

 

 

 

フラワーリフト ゆり御膳 

ゆりパーク ゆりタワー 

https://www.hunter.co.jp/yuri/


 

 

 

■ 野尻湖を一望できるスポット・タングラムスキーサーカス（長野県） 

長野県のスノーリゾート「タングラムスキーサーカス」では、標高１，１００m の高さから野尻湖を一望で

きるスポット「野尻湖テラス」が４月２７日（土）からオープンしています。ウッドデッキエリアには大型ソ

ファを設置し、眼前に広がる野尻湖を見ながらゆっくりとした時間をお過ごし頂けます。野尻湖テラスの脇に

は森林浴広場を併設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏には夏季限定のイベントとして「ゆり＆ラベンダーパーク」も同時開催をしているほか、タングラムスキ

ーサーカス内では、スーパーボブスレーやボルダリング施設、パターゴルフ場、温泉大浴場等、様々なアクテ

ィビティを有した施設で大人から子どもまで楽しい時間をお過ごし頂けます。 

 

野尻湖テラス 

開催期間  ２０１９年４月２７日（土）～１１月１０日（日） 

営業時間  ６時～１６時 

※４月２７日（土）～５月６日（月）、７月１３日（土）～８月３１日（土）及び土日祝以外の

平日は６時～１０時のみ営業 

料 金  無料（リフト料金 往復大人１，２００円、小学生以下１，０００円がかかります。） 

U R L  https://www.tangram.jp/ 

 

■ ３つの日本百名山を一望！グランデコスノーリゾート（福島県） 

福島県北塩原村にあるスノーリゾート「グランデコ」では、８月３日（土）～８月２５日（日）の間裏磐梯

ロープウェイを運行します。標高１，３９０m への１５分の空中散歩では、日本百名山である磐梯山や磐梯朝

日国立公園内の猪苗代湖の絶景と心地よい風が感じられます。また、期間中はグランデコの初夏の訪れを知ら

せてくれる、旅する蝶「アサギマダラ」がロープウェイ山頂に数多く訪れ、２，０００キロ以上を旅するとい

野尻湖テラス 

https://www.tangram.jp/


 

 

うアサギマダラの可憐な舞をご覧いただくことも出来ます。そのほか、山頂駅のレストラン「ブナブナ」では

小野川湧水のおいしい水で淹れたアイスコーヒーと専用窯で焼いたビザをご賞味いただけます。絶景をご覧

頂きながら、ぜひご賞味ください。 

  

また、地球の歴史や森環境の重要性をテーマにした環境プログラム「富良野自然塾裏磐梯校」が６月１日（土）

に開校。裏磐梯にある雄大な自然のフィールドを使い、知識ではなく体感的に子どもたちが「環境教育事業」

を学ぶことが出来ます。 

 

 

裏磐梯ロープウェイ 

営業期間  ２０１９年８月３日（土）～８月２５日（日） 

営業時間  ８時３０分～１６時（上り最終１５時３０分） 

料  金 中学生以上 １，７００円  小人 １，３００円 ペット８００円（※往復） 

U R L  https://www.grandeco.com/ 

 

 

 

https://www.grandeco.com/


 

 

 

■ 「もりぐらし」をテーマにした施設にサマーシーズン到来・東急リゾートタウン蓼科 

「東急リゾートタウン蓼科」では、「もりぐらし」をテーマとした様々な施設を営業しております。中でも、

自然の中で贅沢なアウトドアグリルを体験できる施設「GLAMOROUS DINING 蓼科」においては一味変わっ

た上質な夏の時間をお過ごしいただけます。「GLAMOROUS DINING 蓼科」では豊かな自然を最大限に活か

し、お客さまに上質なひと時を過ごしていただけるように 3 つのスタイルをご用意しております。日本初とな

るトイレ・シャワー付きのスロベニア製大型テントを導入し、焚火を囲むように４張りを配置することにより

特別感のある設えとした「THE CAMP」、ウッドデッキを使用したプライベートテラスの「THE DECK」、信州

産カラマツを使った大屋根が特徴的で、大人数でも対応が可能な BBQ コート「THE ROOF」。ご家族やカップ

ル、ご友人同士など、シーンに合わせて最適な空間をお選びいただけます。今年度から、「THE CAMP」では

４張りのうち２張りで宿泊体験もできるようになり、「もりぐらし」をより体感していただけます。 

また、宿泊体験ができる新しいスタイルの住宅展示場「class vesso（クラスベッソ）」、森を最大限活用した

自然共生型アウトドアパーク「Forest Adventure（フォレストアドベンチャー）」の営業も行っております。

「森で食べる」「森に泊まる」「森と遊ぶ」体験を通じて、大自然を思う存分堪能できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAMOROUS DINING 蓼科概要 

名  称  GLAMOROUS DINING 蓼科 

営業期間  ２０１９年４月２０日（土）～１１月２４日（日） 

料  金  チャージ料金 THE CAMP １０，０００円/ブースより、THE DECK ５，０００円/ブースより、 

THE ROOF １,８００円/テーブルより 

      （メニュー料金が別途かかります。２,７００円/人より。） 

予約方法 予約制  

 THE CAMP は前日２１時迄、THE DECK 及び THE ROOF はご利用１時間前迄に 

 お電話にて（０２６６-７１-９２１１） 

U R L  ※宿泊をご検討のお客様は現地にお問い合わせください 

【GLAMOROUS DINING 蓼科 HP】 

https://www.morigurashi.com/glamorous-dining 

 

THE CAMP THE DECK THE ROOF 

https://www.morigurashi.com/glamorous-dining


 

 

 

■ 『花の宝庫』入笠山へ！富士見パノラマリゾート（長野県）  

『花の宝庫』入笠山（ニュウカサヤマ）は四季折々の花々や手つかずの自然を満喫できる自然の宝庫です。

８人乗りゴンドラを使い入笠湿原や入笠山山頂へのお手軽トレッキング。入笠山山頂からは富士山をはじめ

南・中央・北アルプスまでを見渡すことができ、数えると深田久弥の「日本百名山」のうち２２山を見るこ

とができます。季節を感じる３６０度の大パノラマをお楽しみいただけます。 

 

          
 

 

入笠山トレッキング 

営業期間  ２０１９年４月２７日（土）～２０１９年１１月４日（月祝） 

営業時間  ８時３０分～１６時（下り最終１６時３０分）  

※５月２５日（土）～ ６月２３日（日）、７月２０日（土）～８月１８日（日）は８時より運行 

料  金 大人 １，６５０円  子供（小学生） ８００円 ペット５００円 （※往復） 

U R L  www.fujimipanorama.com/summer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fujimipanorama.com/summer/


 

 

 

■ 全国に展開するスノーリゾート 

東急不動産ホールディングスグループは全国９箇所でスノーリゾートの運営を行っており、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。これからもより一層様々な工夫をしなが

ら、一年を通してお客さまにご利用いただけるリゾート施設を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 


