
雪マジ！19雪マジ！ふくしま
及び
は主催者ホームページをご確認ください。

（ビール・日本酒・
焼酎または
ウイスキー・
ソフトドリンク）
※ 個室宴会のみ

宴会パック

お一人様　2,500円

飲み放題 2時間 +カラオケ

大切なあの人と、大切な仲間と

白銀の世界で感動共有体験をしよう！！

学生さん応援企画
2名様
より

※除外日　土曜日、12月29日〜1月8日、3月19日

2016年12月25日日

2017年 3月31日金

プラチナ
スノープラン

コンパパック

お一人様　500円

コンパ会場 3時間利用
持ち込みOK!

※ 24 時迄のご利用となります

※写真はすべてイメージです。　※未成年者飲酒禁止法により 20 歳未満の飲酒は禁じられています。

レール＆マイカー
宿泊プラン

4,300円素泊まり
お一人様

6,300円1泊朝食付
お一人様

9,300円1泊2食付
お一人様

リステルライナー
往復バス付宿泊プラン

8,800円素泊まり
お一人様

10,800円1泊朝食付
お一人様

13,800円1泊2食付
お一人様

ホテル直通!

オプション
12名様以上の

● リステルスキーファンタジア リフト券半額優待券　 1 日券・5 時間・3 時間券対応

● クアハウス＆プール1回入場半額優待券　通常 2,000 円 → 優待価格 1,000 円

● ホテル内売店利用10％割引券　※一部ご利用いただけない商品もございます。

（飲み放題+
おつまみ+
カラオケ+席料）

二次会パック

お一人様　3,000円

貸切二次会 2時間

夜食おにぎり
2個付き

さらに！！

本館

全室キッチン付のコンドミニアムスタイルで
親しい仲間と気軽にご利用いただけます。

夕食：レストラン（和・洋）または広間にて
　　  ● 12 名様以上は個室宴会場利用 OK
　　  ● プラス 1,500 円でバイキング OK!!
朝食：和洋バイキング

お食事

本館コンドミニアム　ご人数により
洋室または和洋室／バス・トイレ付（指定不可）

お部屋

● 3 〜 5 名様 1 室利用の場合の料金です。
●サービス料・消費税込み／入湯料別（150 円）
● 2 名 1 室利用は 1 名様毎 500 円増し
●チェックイン時、学生証の提示をお願いします。

リステルスキーファンタジア猪苗代温泉・湯元

※ レンタルチェンジはできま
せん

※ 小物（帽子・ゴーグル・手袋）
のレンタルはございません

※ レンタルチェンジはでき
ません

※ 小物（帽子・ゴーグル・手袋）
のレンタルはございません

レンタルスキー または
スノーボードセット

レンタルスキー または
スノーボードセット

レンタル
ウェア

レンタル
ウェア

さらに

3つの特典で
お得に遊ぶ！

電車も便利な

JR猪苗代駅〜リステルパーク

無料シャトルバス［時刻表］

ホテル発 猪苗代駅発
8：55   9：15

10：00 10：30
11：00 11：25
12：00 12：35
14：05 14：25
15：05 15：45
16：05 16：30

★ 17：05 ◆ 17：30

12/28〜1/4、1/11、
2/11〜13、
3/21〜26も運行

★は毎週日曜日運行

◆は毎週土曜日運行
12/27〜1/3、1/10、
2/10〜12、
3/20〜25も運行

予約不要



※上記スキー場のリフト券は割引価格にてホテルフロント（7：00 〜 21：00）でも販売しております。
※写真はすべてイメージです。

旅行企画・実施
長治観光株式会社 リステル猪苗代営業所
東京都知事登録旅行業　第 2-1508 号（一社）全国旅行業協会 正会員
国内旅行業務取扱管理者　杉山  佳之

※途中休憩２回を予定　※明治神宮外苑とさいたま新都心は原則経由運行ですが、予約状況などに
よりましては、別便になる場合もあります。　※当日の乗車人数により、バスの大きさは異なります。

運行スケジュール

明治神宮外苑発（8：00） → さいたま新都心発（9：00）
→ リステル着（12：30頃）往路

リステル発（14：00） → さいたま新都心着（17：30頃）
→ 新宿駅周辺着（18：30頃） → 明治神宮外苑着（18：45頃）復路

信濃町

国立競技場
出入口

明治神宮外苑

中華食堂
日高屋

都営大江戸線
A1出口

慶応義塾大学付属病院

明治神宮外苑
にこにこパーク

明治記念館

絵画館駐車場

首都高速 4号新宿線

中央本線

リステルライナー
集合場所

利用可能時間
7：00 ～21：30

歩行ルート

【運行予定バス】長治観光（日本バス協会・福島県バス協会加盟）　※代車になる場合もあります。

明治神宮外苑

集合時間 7時 45分集合／8時出発

アクセス ＪＲ信濃町駅より徒歩5分
集合場所 明治神宮外苑（絵画館駐車場）

さいたま新都心

さいたま新都心

東口

COCOON1

COCOON2

COCOON1 前
COCOON2との連絡通路側

北館LIFE側
入口前周辺

首都
高速
埼玉
新都
心線

リステルライナー集合場所

集合時間 8 時 45 分集合／ 9 時出発

アクセス ＪＲさいたま新都心駅より徒歩 3 分
集合場所 さいたま新都心（東口COCOON1前）

h t tp : / /www. l i s t e l - i nawash i r o . j p

ご予約・お問い合わせ

猪苗代温泉・湯元 TEL.03-3350-4411 FAX.03-3350-4488
■東京本社営業所
平日／9：00〜18：00

FAX.0242-66-2633
〒969-2696福島県耶麻郡猪苗代町リステルパーク内　E-mail：inawashiro@listel.co.jp
TEL.0242-66-2233

8：00〜20：00
■現地予約センター

猪苗代と磐梯山の両方を望める
唯一のスキーリゾート
猪苗代磐梯高原 I.C からわずか5kmのアク
セスで、猪苗代湖の美しいロケーションが広
がる、リステルスキーファンタジア。
バリエーション豊富な全レベル対応のゲレン
デです。充実した施設が揃ったホテルが目の
前にあるので、疲れた身体を癒やしたり、
アフタースキーもアクティブに楽しめます。
リステルスキーファンタジアで
思いっきり冬を満喫しよう。

○�ご利用にあたっての注意　運行ダイヤについては、予定時刻です。交通事情、天候等で到着及び出発時刻
が遅れる場合がございます。万一、帰着及びホテル発着が遅れた場合でも、タクシー、宿泊、食事等のサ
ービス提供、及びご返金には応じられません。ホテル直通バスは全行程車内禁煙となります。又、ペット
類のお持ち込みはできません。 

本館

口入
ルテ
スリ

↓

ゲレン
デ→

センターハウス

ウイングタワー

ホテルリステル猪苗代

2009世界選手権
エアリアル競技会場

ダフィーコース

ガンホーコース

レイ＆タックコース

チャイニーズダウンヒルコース

チャイニーズダウンヒルコース

パラダイスコース

ロイヤルクリスティコース

ベジフルランド

ガーデンコート

無料駐車場完備

2009世界選手権
モーグル競技会場

Ticket School
SUPER
KIDS
CLUB

ウイングタワー
ゲレンデ直結で便利！地下
1階にレンタルショップ。館内
にはクアハウス＆プール「C's
（シーズ）」、猪苗代温泉「湖眺
の湯」、トリートメントサロン
など、アフタースキーも充実

上級コース

中級コース

初級コース

ガンホーコース
【全長350m／平均斜度28度】
斜度のあるハードバーン。
ダイナミックな滑りを楽しめ
るアドベンチャーコース

レイ＆タックコース（連絡コース）
【全長500m／平均斜度14度】
ロイヤルクリスティ、パラダ
イスコースへの連絡コース

パラダイスコース
【全長250m／平均斜度14度】
自然を満喫できる爽快な
林間コース

ベジフルランド
小さなお子様から大人まで
楽しめるキッズエリア。ムー
ビングベルトで移動が楽々

ロイヤルクリスティコース
緩やかな広々とした傾斜で、
初心者の方やお子様も気軽
に楽しめる人気のエリア

【全長800m／平均斜度8度】

ト
フ
リ
ア
ペ
二
第

第一
ペア
リフ
トA
・B

ダフィーコース
【全長400m／平均斜度30度】
リステル名物「FIS公認モー
グルコース」。世界のトップ
モーグラーも挑むコブ斜面

チャイニーズダウンヒルコース
【全長1500m／平均斜度16度】
磐梯山や猪苗代湖の雄大な
眺めも楽しめるロングコース

［ご注意］
当スキー場は自然環境を守るために、全ての樹木にプロテ
クターを付ける等の保護処理を行っておりません。安全対
策について注意を致しておりますが、基本的な安全はお客
様ご自身の責任です。十分留意してお楽しみください。ゲ
レンデ内でのソリ遊びは、衝突防止の為ベジフルランド内
ソリ専用コースでお楽しみ下さい。

リステル スキーファンタジア12/23（金）
オープン予定

インフォメーション

チケット売場

レストラン

無料駐車場

スクール受付

パトロール

無料休憩所

SKC
託児所受付
レンタルショップ
（ウイングタワー地下1階）

スキー

スノーボード

そり

神宮外苑 さいたま新都心
発 着

リステルライナー往復バス付宿泊プラン
リステルライナーのご案内

予約制さらに便利な スキー場行き連絡バス

ホテル発
スキー場

着スキー場名 ウィング
タワー 本館

アルツ磐梯
（片道約 40 分）

8：40 8：45 9：25

10：20 10：25 11：05
往路ライナー

接続便 13：20 13：25 14：05

猪苗代
（片道約 20 分） 9：20 9：25 9：45

往路ライナー
接続便 13：10 13：15 13：35

グランデコ
（片道約 45 分） 9：00 9：05 9：50

［スキー場行き］
スキー場

発

ホテル着

スキー場名 本館 ウィング
タワー

往路ライナー
接続便 11：15 11：55 12：00

アルツ磐梯
（片道約 40 分）

14：15 14：55 15：00

16：10 16：50 16：55

猪苗代
（片道約 20 分）

13：45 14：05 14：10

16：10 16：30 16：35

グランデコ
（片道約 45 分） 16：00 16：45 16：50

［ホテル行き］

【期間】2016年12月23日〜2017年4月2日

○  スキー場行き連絡バスはご利用日の前日17：00よりお電話またはフロントにて承ります。（往復）
○ 各スキー場の営業状況により、行き先・時間が変更となる場合がございます。


