
身長168cmと恵まれたスタイルとビジュアルを武器に、誌面・モデル
の活動や近頃ではバラエティ番組にも多く出演。
現在では自身の地元北海道富良野市の「ふらの観光親善大使」
（2021.2022年）、「富良野スキー場60周年アンバサダー」に任命を
され地元富良野市のPRを積極的に行っており北海道のテレビ番組
にも多数出演。

～わたしにとって雪は宝物～

1998年長野オリンピックスキージャンプ団体金メダリスト
1993年及び1997 年ノルディックスキー世界選手権
スキージャンプ個人金メダリスト

スペシャルゲスト

原田 雅彦
出身地：北海道上川町
公益財団法人全日本スキー連盟
副会長

ゲストMC

林 ゆめ
出身地：北海道富良野市
富良野観光親善大使
富良野スキー場 60周年アンバサダー

ツアー日程・旅行代金

（Ａ）2023年3月31日（金）～4月2日（日） 2泊3日
旅行代金 ５１，５００円（消費税込/一人あたり）

・往復航空券・宿泊費用（2泊）が含まれます。
・シングルルームでご利用頂く場合、＋6,000円

（Ｂ）2023年4月1日（土）～4月2日（日） 1泊2日

旅行代金４４，５００円（消費税込/一人あたり）

・往復航空券・宿泊費用（1泊）が含まれます。
・シングルルームでご利用頂く場合、＋3,000円
※上記料金には、リフト券、旭川空港～ホテル・スキー場間の交通料金、

滞在中朝食以外の食事代等は含まれておりません。
※上記は大人（中学生以上）料金となります。小学生以下のお子様が

いらっしゃる場合は、別途お問い合せ下さい。

交通

羽田空港～旭川空港 航空券往復
＜往路＞ＪＡＬ551 羽田空港07：45--✈-旭川空港09:25
＜復路＞ＡIRＤＯ88 旭川空港19：30--✈-羽田空港21:15
※往路便は、出発日両日共に共通です。

宿泊

ホテルラビスタ富良野ヒルズ
ツインルーム（2名1室利用基準）・朝食付

9：30～12：00
トップアスリートに負けるな！
アルペンぴったんこタイムレース
……………………………………………………

戸塚 優斗
スノーボード/ハーフパイプ

飛田 流輝
スノーボード/ビッグエア/

スロープスタイル

三木 つばき
スノーボード/アルペン

梶原 有希
フリースタイル/モーグル

杉山 幸祐
フリースタイル/モーグル

本堂 杏実
パラアルペンスキー

重野 秀一郎
スノーボード/ハーフパイプ

星 更沙
ﾌﾘｰスタイルスノーボード/
スノーボードアルペン

SDGｓ KIDS MOVENENT 代表

伊藤有希
スキージャンプ

各種レッスンやレース参加の
申込は、下記イベントホーム
ページよりお申込下さい。

●北見工業大学の白川龍生准教授の講演
世界的な気象変動で貴重な雪資源への影響は？

●SDGs Kids Movementの活動の紹介
（代表：星更沙選手 16歳）

●世界で活躍するアスリートのトークショー
世界を転戦するアスリートから見た気候変動の影響は？
パラスポーツ（障がい者スポーツ）の話題等。

●大抽選会

18：00～19：30
雪山を守るためのSDGsとは?（トークショー）
……………………………………………………

9：30～11：30
トップアスリートによるスペシャル
スキー＆スノーボードレッスン
……………………………………………………

4/1（ＳＡＴ） 4/2（ＳＵＮ）

13：30～15：00
トップアスリートが教えるキッズレッスン
…………………………………………………… 13：00～14：00

池渡イベント（Pond Skimming）
……………………………………………

3/31（ＦＲＩ）

●スノーボードジャンプレッスン：定員40名
●モーグル コブレッスン：定員40名
●スノーボードfreeラン/カービングレッスン：
定員20名
※参加料が別途必要になります（1回4,000円(税別)）

●初心者の小学生（1年生～3年生）を対象。
スキー＆スノーボードレッスン（各15名まで）
参加料は無料です。

●SDGｓを学ぼう！子供教室
●大抽選会

種目を問わずにスキー、スノーボード、クロカンの板で滑る
「アルペンぴったんこタイムレース」！
緩やかなコースを1人2本滑り、2本のタイム差が少ない人の勝ち！
※参加料が別途必要になります。
また参加人数の定員が設けられております。
・小学生の部：定員30名（1,000円(税別)）
・中学性以上：定員70名（1,500円(税別)）

富良野スキー場60周年記念イベント！
滑走の勢いに乗って全長８ｍの特設プールを
渡り切ったら大成功！

※各種レッスン、レース参加には事前の予約が必要です。

イベントHP
https://www.win-
agent.jp/event/2023_furano/

またはQRコードからどうぞ↓

参加選手

リフト券について

ツアー参加者向けに特別料金でのご提供が可能です。

（特別料金）1日券4,500円 ※通常料金1日券5,000円

https://www.win-agent.jp/event/2023_furano/
https://www.win-agent.jp/event/2023_furano/


＜旅行条件書＞

1．募集型企画旅行契約
この旅行は（株）シダーリンクトラベル（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行
に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行
契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいま
す）によります。当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他
の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管
理することを引き受けます。
2．旅行のお申し込みと旅行契約の成立
別紙当社所定の旅行申込書（以下「旅行申込書」といいます）に所定の事項を記入の上、当社へご提出下さい。当
社が旅行申込書を確認すると、予約の承諾の旨を通知と同時にご請求書を送付致しますので、指定の日にちまで
に旅行代金のご入金を頂きます。
本契約の締結日は、前記旅行代金を当社が受理し契約を承諾した日とします。
なお、期間内にご入金の確認が出来ない場合、当社はお申込みをなかったものして取り扱う場合があります。
3．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した宿泊費、往復航空券、消費税 ※左記費用はお客様の都合で利用されなくても払戻しは致し
ません。
4．旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれませんが、その一部を例示します（航空区間以外の交通費等の諸費用、リフト券、
電報電話料、その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料、傷害、疫病に関する治療費）

5．取消料
旅行契約締結後、お客様の都合により取り消しされる場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料を請求致します。
（旅行開始日の前日から起算）
・契約締結日～21日前に当たる日の解除 旅行代金の10％
・20日前～8日前に当たる日の解除 旅行代金の20％
・7日前～2日前に当たる日の解除 旅行代金の30％
・旅行開始の前日の解除 旅行代金の50％
・旅行開始の当日の解除 旅行代金の100％
[食事]①2泊3日間朝食2回、昼食0回、夕食0回・②1泊2日間朝食1回、昼食0回、夕食0回
[最少催行人員]1名
[申込締切日]2023年3月16日（金）まで
[確定日程表]確定情報を記載する確定日程表につきましては、当社より特に連絡の無い場合は、パンフレットの記
載内容を持って替えさせていただきます。

＜その他のご旅行条件＞
・当社は、天災地変、戦乱、暴動、当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条
件その他やむをえない事由により、契約内容を変更する場合があります。又、定められた日程が変更されその結果、
変更後の代金が当初代金を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行
内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
・運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超
えて増額又は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
・お客様の都合により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。

後 援 ： 公益財団法人 全日本スキー連盟
富良野市 富良野市教育委員会 北海道新聞社 共同通信社
読売新聞社 朝日新聞社 毎日新聞社 スポーツニッポン新聞社

協 力 ： 富良野スキー場 株式会社ケーダッシュセカンド

旅行企画・実施

株式会社シダーリンクトラベル
ANTA正会員 東京都知事登録旅行業第2種5548号
東京都千代田区神田駿河台3-1-1 大雅ビル8階
総合旅程管理者：小杉 丈治

｜お問合先｜

T E L 03-5283-8805
MAIL onda@cedarlink-travel.com
営業日：平日（月～金）9:30～18:30

主催者：SNOW ACTION実行委員会

運 営 ：株式会社WIN AGENT

東京都品川区東品川2-3-12
シーフォートスクエアセンタービルディング16階

アスリートの力でみんなを元気に！

スポーツで明るい未来を

天然温泉紫雲の湯ラビスタ富良野ヒルズ

ＪＲ富良野駅から徒歩３分、富良野スキー場まで車で
15分とリゾートを楽しむことができる好立地。星が
見える最上階天然温泉で付かれた体を癒して下さい。

住所 北海道富良野市朝日町５−１４
TEL 0167-23-8666

・チェックイン15時／チェックアウト11時
・客 室：スーペリアツインルーム（2名1室）

／バス・トイレ付
・食 事：朝食付（バイキング）
・アクセス：JR富良野駅から徒歩3分

旭川空港から「ふらのバス」で約1時間

宿泊ホテル イベント開催スキー場

富良野スキー場

北海道の中央、十勝岳・大雪山連峰の雄大な眺望のもと、
世界でもトップクラスの雪質を誇るスノーリゾート。初
級者から上級者まで楽しめるバリエーション豊かな
全28コース。

住所 北海道富良野市中御料
TEL 0167-22-1111

リフト券はご旅行代金に含まれておりませんが、
ツアー参加者は特別価格で申込頂くことが出来ます。
＜特別価格＞大人1日券4,500円
（通常価格：大人5,000円／シニア4,500円）

※特別価格をご利用頂く際は、ツアー予約時にセットでお申込み頂く
必要がございます。詳細はツアー申込書をご覧下さい。

※小学生以下のお子様は無料ですが、リフト券は必要です。
チケット売場にて発券し、ご利用ください。

※リフト券購入時に保証金500円をお預かりし、返却時にお返し致します。

3月31日 4月1日 4月2日

金 土 日

AM

【3月31日～2泊3日プラン】
JAL551 羽田空港07:45--✈-旭川空港09:25

※着後：空港～スキー場・ホテルへの移動は
各自でお向かい下さい。

【3月31日～2泊3日プラン】
9:30～11:30：富良野スキー場（富良野ZONE）にて
トップアスリートによるスペシャルレッスン
（参加料：有料）
① スノーボード ジャンプレッスン（定員40名）
② モーグル コブレッスン（定員40名）
③ スノーボードfreeラン/カービングレッスン（定員20名）
※それぞれ事前の予約が必要

【3月31日～2泊3日プラン／4月1日～1泊2日プラン 共通】
※ホテルチェクアウトは11:00までとなります。

9:30～12:00：富良野スキー場（富良野ZONE）にて
トップアスリートに負けるな！アルペンぴったんこタイムレース
（種目を問わずにスキー、スノーボード、クロカンの板で滑る
アルペンぴったんこタイムレース）
（参加費：有料）
・小学生の部（定員 30名）
・中学生以上（定員 70名）
※それぞれ事前の予約が必要

【4月1日～1泊2日プラン】
JAL551 羽田空港07：45--✈-旭川空港09：25

※着後：空港～スキー場・ホテルへの移動は
各自でお向かい下さい。

PM ※ホテルチェックインは15:00以降となります。

13:30～15:00：富良野スキー場（富良野ZONE）にて
トップアスリートが教えるキッズレッスン
（参加費：無料）スキー＆スノーボードは格安提供
・レッスン スキー＆スノーボード（定員各15名）
・SDGsを学ぼう！
・大抽選会

13:00～14:00：富良野スキー場（富良野ZONE）にて
池渡イベント（Pond Skimming）
※富良野スキー場60周年記念イベント
スキーやボードをはいて、全長８mのプールを渡ります。

【4月1日～1泊2日プラン】
※ホテルチェックインは15:00以降となります。

夜

18:00～19:30：Furano Marche-タマリーバにて
世界で活躍するアスリートたちが富良野に
集結！一緒に滑って学ぼうＳＤＧｓ！
～富良野の雪（Bonchi powder）を守る～
（参加料：無料）
・北見工業大学の白川龍生准教授の講演
・SDGs Kids Movementの活動紹介（星更沙選手 16歳）
・世界で活躍するアスリートのトークショー
・大抽選会

16:00～16:40：ホテル内レストランにて
世界で活躍するアスリートたちとの交流会！
（サイン会、写真撮影）

ADO88 旭川空港19：30--✈-羽田空港21：15 到着

羽田空港到着後、解散。

｜旅程表・イベントスケジュール｜

mailto:onda@cedarlink-travel.com
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