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西武グループでは、多種多様な事業特性を活かし、お子さまにさまざまな体験をしていただくことで

好奇心を育み、健やかな成長を支援する「西武グループ こども応援プロジェクト」を２０１０年より各
地で開催しております。 
今冬は、“挑戦”をテーマに、スキー・スケートのウインタースポーツや職業体験など、日々の生活や

学校では経験し難いさまざまな体験をお子さまにご提供する企画を２２プラン（１２月１３日現在）ご
用意いたしました。 

 
例えば、西武グループが運営するスキー場では、お子さま向けのさまざまなお得なサービスとして、 

「キッズフリープログラム」と題した取り組みを実施し、小学生以下のお子さまのリフト料金が無料に
なる他、ワンポイントレッスン、スノーモービル乗車体験などのプログラムをご用意しております。ま
た、女子アイスホッケーの日本代表選手が所属する “SEIBU プリンセスラビッツ”によるスケート教
室、西武園ゆうえんちでのお仕事体験、さらには、葉っぱを用いた羽子板作りや間伐材を利用した年賀
状作りなどお正月の文化に触れる企画もご用意しており、西武グループならではのプランが満載です。 

 
いずれのプランも、普段なかなか体験できない“挑戦”の場を通じて、お子さまには「楽しい！」と

感じていただくだけではなく、「できた！」という達成感を味わっていただくとともに、ご家族にとって
もお子さまの成長を実感できる楽しい冬の思い出づくりのお手伝いができればという思いを込めて企画
いたしました。 
なお、本リリース発表以降も新たな企画を随時以下のWebサイトにてご案内してまいります。 
 
西武グループでは、今後も経営方針であり、また社員の行動指針として定めたグループビジョンの 

スローガン「でかける人を、ほほえむ人へ。」に基づき、さらなるサービス向上に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
詳細はこちらをクリックしてください。 

www.seibu-group.co.jp/kodomo-support/ 

「西武グループ こども応援プロジェクト」 

今冬は、“挑戦”をテーマに全国各地で開催 



内容 料金

富良野スキー場

雫石スキー場

苗場スキー場

かぐらスキー場

六日町八海山スキー場

妙高杉ノ原スキー場

軽井沢プリンスホテルスキー
場

万座温泉スキー場

志賀高原焼額山スキー場

狭山スキー場

富良野スキー場

雫石スキー場

苗場スキー場

かぐらスキー場

妙高杉ノ原スキー場

軽井沢プリンスホテルスキー
場

万座温泉スキー場

志賀高原焼額山スキー場

富良野スキー場

雫石スキー場

苗場スキー場

六日町八海山スキー場

妙高杉ノ原スキー場

軽井沢プリンスホテルスキー
場

万座温泉スキー場

志賀高原焼額山スキー場

富良野スキー場

雫石スキー場

万座温泉スキー場

志賀高原焼額山スキー場

富良野スキー場

苗場スキー場

六日町八海山スキー場

妙高杉ノ原スキー場

万座温泉スキー場

富良野スキー場

雫石スキー場

苗場スキー場

妙高杉ノ原スキー場

万座温泉スキー場

富良野スキー場

雫石スキー場

苗場スキー場

六日町八海山スキー場

妙高杉ノ原スキー場

軽井沢プリンスホテルスキー
場

万座温泉スキー場

志賀高原焼額山スキー場

８ プリンスホテル エプソン 品川アクアスタジアム
アシカとふれあおう
～クリスマスバージョン～

サンタの帽子をかぶったアシカと記念撮
影。アシカにタッチしたり輪投げしてふ
れあおう。その他、イルカやマンタとふ
れあえるプログラムもございます。
（要当日予約/組数限定）

500円
※入場料は別途必要です

～2013年12月25日（水）
エプソン 品川アクアスタジアム
（03）5421-1111

９ プリンスホテル

ザ・プリンス さくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪
品川プリンスホテル

ノルディック クリスマス2013
～おとぎの国 北欧のクリスマス
～

クリスマスの本場の一つといわれるノル
ウェーを中心とした北欧をテーマに、イ
ルミネーションやイベントを開催します。
おしゃれな小物を販売する山小屋型の
ショップや氷彫刻などにより、おとぎの
国の世界観や北欧の異国情緒を体感し
ていただけます。

イベントによって異なります
～2013年12月25日（水）
※イベントによって異なります

グランドプリンスホテル高輪
（03）3447-1111
品川プリンスホテル
（03）3440-1111

お客さまのお問合せ先

富良野スキー場
（0167）22-1111

雫石スキー場
（019）693-1111

苗場スキー場
（025）789-4117

かぐらスキー場
（みつまたステーション）
（025）788-9221
（田代ステーション）
（025）789-3111

六日町八海山スキー場
（025）775-3311

妙高杉ノ原スキー場
（0255）86-6211

軽井沢プリンスホテルスキー場
（0267）42-5588

万座温泉スキー場
（0279）97-3117

志賀高原焼額山スキー場
（0269）34-3117

狭山スキー場
（04）2922-1384

１

プラン名

７ プリンスホテル キッズパトロール体験 各施設にお問合せください

本物のパトロール隊と一緒にゲレンデ
点検などのスキー場のお仕事を体験し
よう！
（毎月指定日/人数限定/要事前予約）

各施設にお問合せください

６ プリンスホテル 雪上宝探し 各施設にお問合せください
雪の中に隠された景品入りのボールを
探すゲームにご参加いただけます。
（毎月指定日/人数限定）

各施設にお問合せください

５ プリンスホテル スノーモービル乗車体験 各施設にお問合せください

スピード感あふれるスノーモービルに
乗ってスキー場の散策をお楽しみいた
だけます。
（毎月指定日/人数限定/要事前予約）

※富良野スキー場は予約不要。

無料

４ プリンスホテル 圧雪車乗車体験 各施設にお問合せください

ゲレンデを整備する圧雪車に乗車する
ことができます。
（毎月指定日/各日2名さま/要事前予
約）

※志賀高原焼額山スキー場は、志賀高
原プリンスホテルにご宿泊のお子さま
のみ対象となります。

無料

無料

３ プリンスホテル こどもレンタル 各施設にお問合せください

スキー用品を無料でレンタルいただけ
ます。
（毎月指定日/人数限定/要事前予約）

※レンタル内容は施設によって異なりま
す。
※妙高杉ノ原スキー場は予約不要。
※苗場スキー場は苗場プリンスホテ
ル、志賀高原焼額山スキー場は志賀高
原プリンスホテルにご宿泊のお子さま
のみ対象となります。

無料

プリンスホテル
西武レクリエーション

こどもリフト券無料

毎日
※志賀高原焼額山スキー場
は、2013年12月21日（土）～
2014年3月31日（月）の期間中
は志賀高原プリンスホテルにご
宿泊のお子さまのみ対象となり
ます。

小学生以下のお子さまには、期間中い
つでもリフト券をプレゼントいたします。

無料

２ プリンスホテル こどもワンポイントレッスン 各施設にお問合せください

初心者向け無料レッスンを開催いたし
ます。
ワンポイントレッスンで素早く上達！
（毎月指定日/人数限定/要事前予約）

※軽井沢プリンスホテルスキー場は予
約不要・先着10名。
※志賀高原焼額山スキー場は、志賀高
原プリンスホテルにご宿泊のお子さま
のみ対象となります。

Ｎｏ． 会社名 施設名 期日・期間

≪別紙≫

プラン内容



内容 料金
お客さまのお問合せ先プラン名Ｎｏ． 会社名 施設名 期日・期間

プラン内容

１０ プリンスホテル 品川プリンスホテル ニッセポストオフィス
ノルウェーのサンタクロース「ニッセ」に
お手紙を届けることができる、国内唯一
の郵便局がロビーに登場しています。

無料
投函期間
～2013年12月25日（水）

品川プリンスホテル
（03）3440-1111

１６ 豊島園 としまえん
女子アイスホッケーチーム
“SEIBUプリンセスラビッツ”の選
手による無料スケート教室

女子アイスホッケーチーム“SEIBUプリ
ンセスラビッツ”選手による無料のス
ケート教室です。

無料
※入園・スケート滑走料・レ
ンタルシューズ料が別途必
要となります。

2014年1月11日(土)・18日(土)・
25日(土)・2月1日(土)・8日(土)・
15日(土)

としまえん
（03）3990-8800

１１ 西武レクリエーション 狭山スキー場 親子ふれあいスキーレッスン

親子でスキーレッスンに参加、レッスン
終了後はお父さま・お母さまがコーチに
変身。90分のレッスンと入場リフト券付
きです。
※お子さまは小学生以下に限ります。

親子2名さま6,500円（入場リ
フトフルタイム券＋レッスン
料）
追加料金：おとな1名さま
2,500円　こども1名さま
1,000円
※レンタル料は別途必要と
なります。

～2014年3月29日（土）の
毎週土曜日

狭山スキー場
（04）2922-1384

１２ 西武レクリエーション 西武園ゆうえんち
メルヘンタウンお姉さんのお仕事
体験

メルヘンタウンのお姉さんイベント「ジャ
ンケンパラダイス」のお仕事を体験して
いただけます。ステージに立ちお姉さん
と一緒にダンスやジャンケンを体験でき
ます！

無料
※入園料は別途必要です。

2013年12月14日（土）・
28日（土）

西武園ゆうえんち
（04）2922-1371

１３ 西武レクリエーション
ＢＩＧＢＯＸ東大和
インドアテニスコート

親子レッスン

小学生を対象とした親子レッスン（こど
もと親もしくは祖父母の方）です。親子
で協力することにより、絆も深まりま
す！

2名１組3,150円
2014年1月29日（水）
14:00～17:00

BIGBOX東大和
インドアテニスコート
（042）566-6210

１４ 西武レクリエーション 東大和スケートセンター 冬休み短期スケート教室

1日1時間（計4回）、受講者のレベルに
合わせたレッスンで、スケート技術の向
上を目指します。冬休みの楽しい思い
出作りにもぴったり！

大人・こども共通　6,000円
家族割引（2名様）　10,000
円
（1日参加　2,000円）

2013年12月26日（木）～
29日（日）の4日間
各日10:45～11:45

BIGBOX東大和ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ
（042）566-6898

１５ 西武レクリエーション 西武ドームテニスコート 親子テニスレッスン
小学生を対象とした親子レッスン（こど
もと親もしくは祖父母の方）です！親子
で協力することにより、絆も深まります。

2名１組3,150円
2014年1月18日（土）
10:00～12:00

西武ドームテニスコート
（04）2924-2277

１８ 伊豆箱根鉄道 伊豆箱根鉄道大場工場線 親子電車教室ｉｎ駿豆線

講習で電車の勉強をした後は、「車掌体
験」・「機関車走行乗車体験」・「記念撮
影」・「グッズ販売」を実施します。更に
今回は「ＡＴカート(※)乗車体験」も追加
し、イベントもグレードアップしました！
（※保線作業などに用いる軌道自転車）
（60名さま/要事前予約）

お一人さま　1,000円
（こども・同伴者それぞれ）

2014年1月19日（日）
伊豆箱根鉄道 鉄道部運輸課
（055）977-1207

としまえん（木馬の会）
（03）3990-0884

１７ 豊島園 としまえん スケート教室

初めてスケート靴を履くお子さまも、レ
ベルアップを目指すお子さまも、正しい
滑り方が楽しく身につくスケート教室で
す。

※各コースとも定員になり次第締め切り
とさせていただきます。

【初級クラス】
Aコース
12/15(日)・21(土)･22(日)･
23(月･祝)
（予備日 12/27(金））
Bコース
１2/28(土)･29(日)･1/3(金)･
4(土)
（予備日 1/5(日) ）
Cコース
1/11(土)･12(日)･13(月･祝)･
18(土)
（予備日 1/19(日) ）
Dコース
1/25(土)･26(日)･2/1(土)･2(日)
（予備日 2/8（土））
Eコース
2/9(日)･11(火･祝)･15(土)･
16(日)
（予備日 2/22(土））
 
【平日初級クラス】
Fコース
1/6(月)･9(木)･16(木)･20(月)
（予備日 1/23(木））
Gコース
2/3(月)･6(木)･10(月)･13(木)
（予備日 2/17（月））
 
【平日中級クラス】
Hコース
1/10(金)･17(金)･24(金)･31(金)
（予備日 2/7（金））



内容 料金
お客さまのお問合せ先プラン名Ｎｏ． 会社名 施設名 期日・期間

プラン内容

１９ 伊豆箱根鉄道 伊豆箱根鉄道修善寺駅
特急「踊り子号」の運転台乗車体
験

特急踊り子号（185系）の運転席へ着席
し、運転台からの景色を楽しめます。伊
豆箱根鉄道の制服で記念撮影ができま
す。
（各日6組/1組4名まで要事前予約）

無料
2014年1月25日（土）・
2月8日（土）・22日（土）・
3月8日（土）

伊豆箱根鉄道 鉄道部運輸課
（055）977-1207

２０ 近江鉄道
滋賀県営都市公園　びわこ文
化公園

森の羽子板を作って遊ぼう

葉っぱスタンプを使って、オリジナルの
羽子板をデザインします。自然と触れ合
うと同時に、季節の遊びを楽しむこと
で、日本の四季と文化を学びます。

250円 2014年1月5日（日）
滋賀県営都市公園
びわこ文化公園
（077）543-5831

２１ 近江鉄道
駅前保育園
ほほえみ園

「はじめてのおたより 年賀状」企
画

おじいちゃん、おばあちゃん、お友達に
年賀状（おたより）を書きましょう。使用
する「木はがき」は、滋賀県の森林を守
る間伐材で作られていて、檜の香りが
ほのかにします。今年の年賀状で、お
子さまと「はじめてのおたより体験」はい
かがですか？

150円 2013年12月14日（土）
ほほえみ園
（0749）22-3332

２２ 近江鉄道
駅前保育園
ほほえみ園

ほほえみ園＆びわこ学院大学
クリスマス会

びわこ学院大学の学生さんと一緒にク
リスマス会を開催♪プレゼントや紙芝居
など、楽しい時間を過ごしましょう。

無料 2013年12月21日（土）
ほほえみ園
（0749）22-3332


