


TOPICS １

最大約100㎡で使用できるお部屋が誕生します

八幡平リゾートホテル プレミアムルーム登場！

主旨・想定するターゲット

ホテルのイメージを代表する商品として、質の向上、グレード感を上げ、

ホテル全体のイメージチェンジアップをはかります

・ターゲット：ゆとり世代

３世代ファミリー、２世代のファミリー、ご夫婦、カップル

特徴

・八幡平リゾートホテルの特徴、ヴィンテージを最大限に活かし、

古さの中にも現代に通じる質の高い室礼、デザインを実現しました。

・感動、優雅さ、落ち着きに満ちた非⽇常の空間を演出

・ステイタスと癒しを感じていただけるお部屋です

・スイートルームとコネクティングルームの組み合わせで100㎡の広々空間の誕生です。

 【最大7名様】

改修内容

●インテリア ■chic（シック）洗練され、落ち着いた魅⼒

■natural（ナチュラル）清々しい自然との融合

●ベッド ⾼さ57cmのセミダブル（通常47〜48cm)

                ⽴ち座りがスムーズにできる⼼遣いのある⾼さです

●サービス ・湯上りドリンクサービス

（シャンパン、フレッシュジュース）

                    ・料理⻑⾃慢の和洋コース料理を個室にてご提供

                    ・クオリティの高いアメニティをご用意      

スペック

  広さ66㎡〜100㎡（２名〜７名様）

空間のアクセントとして重厚感のあるタイルを設置（消臭・調湿機能）

ダイナミックでゴージャスな印象に優れ、快適な空間をご提供

価格

￥18,500〜￥22,000（１泊２⾷付）

＊バイキング料理もセレクトいただけます



プレミアムルーム 2つのスタイル

地元の特産品をベースにした料理長自慢のコース

料理。和食・洋食からお選びいただけます。

前沢牛に匹敵する八幡平牛や地元の野菜をふん

だんに使用し、上品な味付けを施し、ご提供いたし

ます。また、お子様に人気のバイキング料理もお選

びいただけます。

【

【【

【CHIC】

】】

】スタイル

スタイルスタイル

スタイル

ブラウンとベージュの洗練

ブラウンとベージュの洗練ブラウンとベージュの洗練

ブラウンとベージュの洗練

された大人の空間

された大人の空間された大人の空間

された大人の空間

日常の喧騒を離れ、ゆっくりと流れる時間日常の喧騒を離れ、ゆっくりと流れる時間日常の喧騒を離れ、ゆっくりと流れる時間日常の喧騒を離れ、ゆっくりと流れる時間

を存分に味わうことのできるゆとりある空を存分に味わうことのできるゆとりある空を存分に味わうことのできるゆとりある空を存分に味わうことのできるゆとりある空

間をご用意いたしました間をご用意いたしました間をご用意いたしました間をご用意いたしました

【

【【

【NATURAL】

】】

】スタイル

スタイルスタイル

スタイル

グリーンとライトブラ

グリーンとライトブラグリーンとライトブラ

グリーンとライトブラ

ウンで爽やかで柔ら

ウンで爽やかで柔らウンで爽やかで柔ら

ウンで爽やかで柔ら

かな空間

かな空間かな空間

かな空間



TOPICS 2

今シーズンは、下倉に注目！

パウダー天国、下倉スキー場の新しいチャレンジ！

湿度が極端に少ない抜群の雪質に恵まれたパウダーの聖地、下倉スキー場。

この自然の恵みを最大限に活かした下倉ならではの遊び方を

提案するための秘策を携え、

この冬、下倉は大々的なパワーアップを図ります！

パウダースノーに徹底的にこだわった展開で

新しい下倉をお楽しみください。

１、新しいロゴマークの登場

２、下倉スペシャルウェブサイトの開設

３、パウダーステーションがオープン

４、レストランのリニューアル＆メニューの充実

It's NEW!

注目その1

１、新しいロゴマークの登場！

新しい下倉をイメージしたスタイリッシュなロゴに生まれ変わりました！

日本を代表する冬の魅力、パウダー。和を象徴する温

泉。海外にはない日本独自の素晴らしさを下倉スキー

場で味わっていただきたいという思いを表現し、晴れ

た日の澄み切った下倉の青空のような藍色をイメー

ジカラーとしております。

パノラマスキー場・

下倉スキー場・八

幡平リゾートホテル、

３施設を総表するロ

ゴマークは従来通

り組み合わせて使

用していきます。



It's NEW!

注目その2

２、下倉スペシャルウェブサイトを新設！

下倉のオンタイムの情報をリアルにお伝えするスペシャルウェブサイトです。

天気・コース状況から下倉に集う皆様のためのコミュニケーションページまでが充実！

八幡平ホームページ、フェイスブック、ツイッターと連動しております。

トップページ

トップページトップページ

トップページ

リアルタイムな情報

リアルタイムな情報リアルタイムな情報

リアルタイムな情報

トップページには、天気、気温やライブカメ

ラでリアルタイムの情報を配信します。

ツイッターやフェースブックと連動し、より、

ゲレンデガイド

ゲレンデガイドゲレンデガイド

ゲレンデガイド

下倉のコースマップ＆コース

下倉のコースマップ＆コース下倉のコースマップ＆コース

下倉のコースマップ＆コース

下倉を思うぞんぶん味わうためのパウダー

情報やコースの魅力を紹介します。

パウダーステーション

パウダーステーションパウダーステーション

パウダーステーション

パウダーをより楽しむ、新たにチャレンジしたい方への情報

パウダーをより楽しむ、新たにチャレンジしたい方への情報パウダーをより楽しむ、新たにチャレンジしたい方への情報

パウダーをより楽しむ、新たにチャレンジしたい方への情報

下倉パウダーステーションのガイド機能やK２ハイエンドモデルのレンタルスキー、バックカントリー

にひ必衰ギアなどを紹介。また、下倉をベースとしたバックカントリーコースや企画、イベントに加

え、安全に滑る為の情報、初級者向けのレッスン情報を紹介します。

ローカル情報

ローカル情報ローカル情報

ローカル情報

達人の紹介やローカル情報

達人の紹介やローカル情報達人の紹介やローカル情報

達人の紹介やローカル情報

下倉を知り尽くしたスペシャリストが下倉を

語ります。周辺ミニ情報も交えた情報です。

映像ギャラリー

映像ギャラリー映像ギャラリー

映像ギャラリー

下倉でのそれぞれのパフォーマンスを投稿して

いただく、コミニテーギャラリーを開設。

www.shimokura-snow.com



It's NEW!

注目その3

３、パウダー情報発信基地

「下倉パウダーステーション」がオープン！

センターロッジ内に、海外の⼭⼩屋を彷彿とさせる洒落たウッディな雰囲気の

下倉パウダーステーションがオープンします！

これまでのイメージを一新！ イメージはガラリと変わります。

パウダーマニアたちのために熱い情報を発信するとともに、

ご利⽤者同⼠のコミュニケーションを図ることができる

下倉ならではの居⼼地の良いキーステーションです。

パウダー愛好家だけではなく、これからパウダーに挑戦してみたいと

思われている一般の方やファミリーの方々にも

基礎トレーニングから誘導するシステムをご用意しております。

バックカントリーツアーもここから出発。ガイドも常駐しております。

オリジナルシナモンロールが登場！

K2パウダー用モデルの試乗レンタル

朝、下倉パウダーステーションのエ

ントランスを入ると焼きたてのシナモ

ンロールと珈琲の香りに迎えられま

す。シナモンロールはテイクアウトも

OK！

朝8：30～

（数量限定）

K２の協力の下、パウダー専用の最新モデ

ルがレンタルできまます。まずは滑り心地

を確かめてみてください

料金料金料金料金 ￥￥￥￥200

料金料金料金料金 半日半日半日半日 ￥￥￥￥2,500

１日１日１日１日 ￥￥￥￥3,000



パウダー＆バックカントリースクール開校

スクール・ガイドの紹介

◆バックカントリートレーニング バックカントリービギナーコース

バックカントリー初級 料⾦ ￥4,000 スキー、スノーボードともにＯＫ

◆パウダー＆ツリーラン 下倉スキー場をベースとし、下倉

下倉＆中倉 料⾦ ￥8,400 の身近な環境の中で天然を楽しむ

◆バックカントリーツアーコース 本格的なバックカントリーコース

⼋幡平エリア 料⾦ ￥9,450 下倉・八幡平を思うぞんぶん味わう

下倉＆源太ヶ岳 料⾦ ￥9,450

その他

・パウダー初心者の方たちに向け、下倉スキー場内の初級コースにパウダーコースを

新設いたしました（グリーンAコース下部・ネット規制あり）。ファミリーでの挑

戦も大歓迎！ 週末の土曜日がねらい目です！

・上級者も満足できるコースもスキー場内にありますので、ぜひお楽しみください。

（シルキーパウダーコース）

・朝⼀パウダー券の登場！ 7：00〜10：00（1⽉11⽇〜2⽉15⽇の毎週⼟曜⽇）

料⾦ ￥2,000

・昨年開催して、⼤好評を得たパウダーフォトセッション（要予約）をこの冬も開催。

極上のパウダーランでの雄姿をプロカメラマンが撮影。

撮影映像はパウダーステーションで放映するとともにデータをプレゼントいたします。

料⾦ ￥2,000 集合 6：30（1⽉11⽇〜２⽉15⽇の毎週⼟曜⽇開催）

＊ダイヤモンドコースなど 中上級者対象

下倉の極上のパウダー

をより多くの皆様に体験

していただけるよう、パ

ウダー＆バックカント

リースクールを開校して

おります。

地元の地形・雪質を知り

尽くした講師陣が安全に、

パウダーの世界へご案

内します

澤田 啓（サワダ サトシ）

ノルハイムノルディックアドベ

ンチャースキーセミナー代表

日本テレマークスキー協会

（TAJ）公認指導員/名誉会長

平山順子（ヒラヤマ ヨリコ）

日本山岳ガイド協会認定スキー

ガイドステージⅠ

北東北エリア雪崩事故防止研究

会事務局



It's NEW!

注目その4

2Fレストランが

下倉ならではの名物をアレンジした個性的なメニューにリニューアル

新登場メニュー

カナダフェアと称して

カナダビーフ、ポークを使用したメニューが登場！

下倉の個性が引き⽴つメニュー

八幡平リゾートを訪れ

る人たちに好評の

「八幡平リゾートホテル

オリジナルカレー」

【【【【メニュー・料金メニュー・料金メニュー・料金メニュー・料金】】】】

フードメニュー

フードメニューフードメニュー

フードメニュー

名物塩レモンラーメン

名物塩レモンラーメン名物塩レモンラーメン

名物塩レモンラーメン ￥700

野菜たっぷり味噌ラーメン

野菜たっぷり味噌ラーメン野菜たっぷり味噌ラーメン

野菜たっぷり味噌ラーメン ￥800

リゾートホテル特製カレー

リゾートホテル特製カレーリゾートホテル特製カレー

リゾートホテル特製カレー ￥800

カナダポークカツカレー

カナダポークカツカレーカナダポークカツカレー

カナダポークカツカレー ￥1,000

昔風ナポリタン

昔風ナポリタン昔風ナポリタン

昔風ナポリタン ￥800

ミートソース

ミートソースミートソース

ミートソース ￥800

カナダビーフステーキボウル

カナダビーフステーキボウルカナダビーフステーキボウル

カナダビーフステーキボウル￥1,100

スペシャルコンボ

スペシャルコンボスペシャルコンボ

スペシャルコンボ ￥1,000

下倉マグロボウル

下倉マグロボウル下倉マグロボウル

下倉マグロボウル ￥800

O・

・・

・JI・

・・

・YA（和・洋）

（和・洋）（和・洋）

（和・洋）￥900

目玉焼きのせハンバーグ

目玉焼きのせハンバーグ目玉焼きのせハンバーグ

目玉焼きのせハンバーグ￥900

スナック＆ドリンクメニュー

スナック＆ドリンクメニュースナック＆ドリンクメニュー

スナック＆ドリンクメニュー

チーズボール

チーズボールチーズボール

チーズボール ￥300

名物バレイおばさんの鳥から

名物バレイおばさんの鳥から名物バレイおばさんの鳥から

名物バレイおばさんの鳥から￥400

ポテトフライ

ポテトフライポテトフライ

ポテトフライ￥300

ナンピザ

ナンピザナンピザ

ナンピザ ￥800

クリームパフ

クリームパフクリームパフ

クリームパフ￥200

焼立てパン各種

焼立てパン各種焼立てパン各種

焼立てパン各種 ￥200

ソフトドリンク各種

ソフトドリンク各種ソフトドリンク各種

ソフトドリンク各種￥200～

カナダビーフのワイルドステーキ

ボウル

カナダフェアとは、カナダ政府が

日本国内においてカナダ・ブラン

ドを2014年3月まで実施するキャ

ンペーン。八幡平リゾートもこの

キャンペーンに参加いたします。

お問合わせ先：カナダ大使館

カレー、ラーメン、定食というありきたりのメニューから大幅にメニューが変わります！

こだわりを持った素材と味。そして下倉に集う人たちのお腹を大満足させるボリュームで

お届けします！ 新メニューも続々登場する予定ですので、お楽しみに！

下倉の湧水を使った名

物・「塩レモンラーメン」

さっぱりとしならがも癖

になる味

「カナダポークみそカツ

ボール」

オリジナルのみそソー

スが味わい深い一品に

ハンバーグ・ガーリックチ

キン・ソーセージ

ボリューム満点の

「下倉スペシャルコンボ」



TOPICS 3
東北最⼤級のスーパーロングクロスパーク登場！

パノラマスキー場のコニーデBコース。このゆるやかなコース一面に

東北最⼤級のスーパーロングクロスパークが登場します！その距離、なんと全⻑1,000m！

2014年はソチ・オリンピックイヤー。オリンピック正式種目である

スノーボードクロス、スキークロスは注目の的！

このムーブメントを受けて、クロスコースを設置いたしました。

ロングコースの中に、大小のウェーブやバンク、ジャンプが設置してあり、

キッズや初⼼者はこのコースを⾃然に滑ることで、楽しみながらどんどん上達します。

このコースはキッズ＆ジュニア専門プログラム「スキッズ・キャンプ」のレッスンでも使用し、

ウェーブで膝のクッションの使い方を学んだり、バンクで自然に曲がることを覚えたり

こどもたちの上達が早まること、間違いなし！

誰でも楽しめるニュースタイルのパークの登場をぜひお楽しみください。

期間 1月中旬から3月下旬

スペック バンク、大小ウェーブ、ジャンプ台

大会 3月15日（土）には、小学生から大人まで楽しめる

「スキークロス2014」を開催します

参加料⾦ ￥2,500 定員 先着150名 

ゆるやかな斜面が特徴のパノラマスキー場に登場する

スーパーロングクロスパーク。ソチ・オリンピックの正式

種目、注目の的でもあるスキークロス、スノーボードクロ

スのムーブメントを受けて設置。全長

全長全長

全長1,000kmのロング

コースには、大小のウェーブ、バンク、ジャンプ台が連な

り、こどもたちやファミリー、初心者までが楽しく遊べ、そ

して自然に上達するニュースタイルのパークです

【ウェーブ】大きなウェーブ、小さなウェー

ブがつながり、ジェットコースターのような

浮遊感が味わえます

【バンク】バンクに沿って滑ると、自然に曲

がることができ、ぐんぐん上達します


