日本一のロープウェイに乗って
雪山留学!!

京都東I.C.からわずか40分！ ほ
京阪神エリアからのアクセスNo.1！
ぼノーマルタイヤでOK。山頂へ
琵琶湖の絶景でスキーの楽しさアップ！ 向かう121人乗りのロープウェイ

は国内最速！ 国内最高レベル
のスノーマシンでいつでも上質
＆豊富な雪量を確保しています。

スキッズ・キャンプは楽しさ200％！

八幡平リゾート パノラマスキー場（岩手県）
http://www.hachimantai.co.jp/

SNOW LAND
雪の遊園地「スノーランド」

スプリングバレー 泉高原スキー場（宮城県）

雪遊びキッズには、スキーヤー、スノーボーダーの入ってこ
ない特設広場で安心して遊んでいただけます。
ソリ遊びをしたり、ミニかまくらを造ったり、雪玉作りで楽
しんだり、思い切り雪遊びを楽しんじゃおう！

http://www.springvalley.co.jp/

サンメドウズ 清里スキー場（山梨県）
http://www.sunmeadows.co.jp/

ロープウェイ山麓駅前にあるレンタルショップでは、初心
者から上級者まで満足する用具を取り揃えております。ス
キーは
「カービングスキー」
「ショートスキー」
「ロッカースキー」
の３タイプ。スノーボードはトップブランド「バートンスノーボ
ード」をご用意。女性スタッフが選んだ、女の子のための一
流ブランド最新ウェア「ガールズコレクション」が人気です！
サイズ
ブーツ

SAJ公認

全国４カ所で開催！

RENTAL
充実のレンタル勢揃い！

ウェア

SIA公認

16㎝～ 30㎝
こども：100㎝～ 150㎝
大人：S・M・L・XL（ウエスト最大100㎝まで）

SAJ公認

びわ湖バレイ スキー場（滋賀県）
http://www.biwako-valley.com/

何回滑り降りても「スノーエスカレーター」があるから楽ちんに斜面の
上まで！ 雪の上のメリーゴーラウンド、ワクワク気分の「カルーセル」
もあるよ！

FOOD
びわ湖バレイ自慢の
「グルメ」
■︎レストラン「レイクビュー」
山頂駅すぐ隣にある360席を誇る大型レストラン「レイクビュー」では、
スペシャルなランチをご用意！
■レストラン「スカイカフェ」
窓からは琵琶湖の展望！ 麺類やカレーライス、
「名物とりからスティック」
など多彩なメニューが人気！
■︎レストラン「バードキャッスル」
快適カフェレストランにリニューアル！ こだわりのランチをどうぞ！

SHOP
滋賀最大級「びわ湖ストリート」
滋 賀県＆びわ湖のお土 産を買うならココ！
山麓駅にある「びわ湖ストリート」は圧倒的
な商品量でお出迎え。オリジナルのお菓子、
ご当地食品、美味しい地酒など、滋賀県の
名産品はほとんどココで揃う滋賀最大級のシ
ョップです！

SIA公認

スキッズ・キャンプは
SAJ公認とSIA公認ス
クールがあります。バ
ッジテストもそれに準
じた対応をしています。

キッズ・ジュニア専用プログラムで
楽しく学んでメキメキ上達！
全国４カ所のスキー場で開催しているスキッズ・キャンプ。
統一した基本レッスンと、共通の
『スキッズブック』で連携を図っていますので、
どこのスキー場でも安心してレッスンにご参加いただけます。
スキー場ごとに、ゲレンデの特徴を活かした楽しいレッスンを展開していますので、
いろいろなスキー場のスキッズキャンプに参加してみるのも楽しみ方の一つです。

スキッズキャンプ3つのポイント

オススメお土産「プレミアムバウムみるくたっぷり」
。ミ
ルクを100％使ったびわ湖バレイでしか買えない逸品!!

〒520-0514 滋賀県大津市木戸1547-1
お問い合わせ＝TEL 077-592-1155 ホームページ＝www.biwako-valley.com
◎お車＝名神高速・京都東I.C.から約40分
名神高速道路・京都東I.C.→湖西道路・志賀I.C.→スキー場
◎電車＝JR京都駅から約40分、大阪駅から約１時間20分
JR湖西線・志賀駅下車→江若バス約10分
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６段階の
ステップアップ方式

スキーデビューは
専用のスキッズパークで！

滑走量重視で
楽しく滑って上達

対象年齢は3歳から小学生。お
子様の年齢やレベルに合わせて
6段階のステップアップ 方式で
行なっています。

3歳から参加できるグリーンクラ
スは専用のスキッズパークで安全
に楽しくレッスンを行ないます。

プルークボーゲンで滑れるように
なったらゲレンデデビュー。各スキ
ー場のゲレンデやパークを活用し
た滑走量重視のレッスンです。

スキッズ・キャンプに参加するともらえるス
キッズブック。受講したレッスンが記録さ
れるので上達度合がわかり、グループのス
キー場で参加するときにも役立ちます。

蓬莱山
1,174m

ゲレンデに出れば楽しさいっぱい！
アイテムが充実していて
ホーライクワッドリフト
メキメキ上達します！。
上手になったら、
スキッズクロス
コース
絶景パノラマコースへGO!

音楽に合わせて楽しく準備体操。
身体が温まったらクラス別レッスンへ

6つのステップ
＋エキスパートクラス！

＊レッスン内容は、SIAジュニア国際スキー技術検定に対応し
ています

グリーン Green レベル目安：SIAグリーンメダル

3歳から雪と楽しむ

目標▶滑り出して停止できる
スキーブーツに慣れるためにパーク内を冒険したり、スキー用具の
着脱や転び方、起き上がり方などを練習

びわ湖バレイのいろいろなコースをたくさん滑って
どんどん上達！

止まれるけど曲がれないクラス

イエロー Yellow レベル目安：SIAイエローメダル

目標：プルークボーゲン
直滑降からスキーを開き出して停止、スピードのコントロールを覚
えいよいよ曲がることを練習

レッド Red

レベル目安：SIAレッドメダル

プルークボーゲンで安定して滑れるクラス

目標：シュテムターン
リフトを使ってコース上でレッスン。プルークで曲がりながら徐々
に足を揃えていく練習を行なう
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年齢とレベルに合わせた

ビギナーキッズは、安全に仕切られたスキッズパー
クでレッスン。プルークボーゲンで滑れるようにな
ったら、リフトを使ってコースへ出発！

ス

びわ湖バレイスキッズ・キャンプの特徴

スキッズ・キャンプで重視しているのは、こどもた
ちがスキーを嫌いにならないこと。
「スキーって楽し
い」
「もっとスキーしたい」と感じてもらうことを大切
に、急いで技術を詰め込むようなむずかしいレッス
ンは行ないません。
クラスがレベルアップするごとに、ときにはポール
コース、ときにはウェーブやバンク、キッカーなどで
飛んだり跳ねたりしながら、こどもたちが飽きずにや
る気がどんどんあふれるように導いていきます。こど
もたちのチャレンジ精神を刺激しながら、目標に向
かって、生き生きと上達していくことができる、それ
がスキッズ・キャンプ最大の特徴です。

ス

レッスン開始の30分前に到着して、
申し込みをすませよう
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「スキーって楽しい！」
「もっとスキーしたい」
こどもたちがそう感じるレッスンを！
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ロープウェイ
山頂駅

スキッズ・キャンプレッスンの流れ

ブロンズ Bronze レベル目安：SIAブロンズメダル

上級コース
中級コース
初級コース

シュテムターンができるクラス

目標：パラレルターン
両足を揃えて曲がる練習。ポールにも挑戦し、スキーのおもしろさ
がどんどんわかってくる

シルバー Silver レベル目安：SIAシルバーメダル

パラレルターンができるクラス

目標：初歩的なウェーデルン
スピードを感じながらいろいろなコースに挑戦。ポールにもどんど
んチャレンジして、徐々に小まわりターンを練習

ゴールド Gold

スキッズクロスコース
（２月〜）
はじめてでも安心・安全の専用ゲレンデ
「スキッズパーク」で楽しくデビュー！
ロープウェイ降り場からすぐのところにある「スキッズパーク」
。一般ゲレンデとは完
全に仕切られた安心・安全の専用ゲレンデです。
「滑る、曲がる、止まる」といっ
たスキー操作に必要な感覚が、自然に養われる「スネーク」
、片足スキーや両足ス
キーで横歩きすることで、階段登行の動きを身につける「ラダー」など、こどもたち
が楽しく安全にスキー体験ができるように工夫されています。

おすすめコース 絶景パノラマコース
うまく滑れるようになったら、
びわ湖バレイのメインゲレン
デへGO!! 眼下に広がる琵
琶湖は一見の価値あり！ ル
ーキーズパークでキッカー
デビューにもトライ!! 次に
目指すのはいよいよスキッズ
クロスコースだ!!

スキーに慣れてきたら、全 長
200ｍあるスキッズクロスコー
スへ！ バンク、ウェーブ・ポー
ル・アーチなどさまざまなアイテ
ムがキッズたちの挑戦を待って
います。全アイテムをクリアして
ゴールを目指そう！

レベル目安：SIAゴールドメダル

連続パラレルと初歩的なウェーデルンができるクラス

目標：左右対称なウェーデルン
ポールやフリースタイルなどを取り入れ、スキーの楽しさの幅を広
げながら、運動能力を高める。競技や基礎の選手をめざすきっか
けにもなる最高峰クラス

エキスパート Expert

ワンランク上を目指すスキッズチーム

■スキッズ・キャンプ料金
実施日

毎日
（予約制）
開催時間
10:00～ 12:00
13:30～ 15:30
10:00～ 12:00
13:30～ 15:30

一日
午前
午後
対象者

3歳児～小学6年生

料金
一日
午前
午後

レッスン
7,000円

レンタル付
9,000円

5,000円

7,000円

※ レンタル付は、前々日の17時までにご予約いただいた方のみ
の特典です
※ レンタルセットは、終日お使いいただけます
※ レンタルは、スキー＆ブーツ＋ストックの３点セット（ウェアセッ
トは2,000円アップ）
ご予約はWEBから

■スキッズシーズン会員

入会金 スキッズメンバー 10,500円
スキッズレッスンが毎回50%OFF
1日レッスンを4回以上の利用の方は断然お得！

各スキー場ごとにある入会方式のチーム。技術的なステップアッ
プとともに、競技も目指す本格クラス

