
2017-2018 Season
安比高原スキー場 広告プログラムのご案内



Introduction／オールシーズンリゾート　安比高原
　国内有数の規模を誇る安比高原に降る雪はアスピリンスノーと呼ばれる極
上のサラサラ雪に徹底したゲレメンテナンスを施すことで実現する安比高原
の「ゲレンデ品質」。安比高原では 1981 年 12月の開業以来 35シーズンに
渡り、その上質なゲレンデを求める数多くのスキーヤー・スノーボーダーを、
国内外から多数お迎えしてまいりました。
　近年では春～秋にかけても、雲海や紅葉が眺められるスポットとして｢ゴン
ドラ遊覧｣をご案内しております。さらに、2016 年が八幡平地域の十和田国
立公園編入 60周年であることを契機に、安比ゴンドラを利用して前森山か
ら八幡平・岩手山へ向かう新たなトレッキングルートが整備されるなど、グ
リーンシーズンの安比高原も今まで以上注目が高まってきております。
　そんな安比高原のリフト施設を貴社の PRにご活用いただきたくご案内申
し上げますので、ぜひご確認・ご検討賜りますよう、お願い申し上げます。

◇スキー場基礎データ：
・スキー場総面積…282ha　・コース数…21 コース　・総滑走距離…45.1 ㎞

◇来場者数推移（スキーシーズン）：
・2013-2014 シーズン…471,639 人　・2014-2015 シーズン…475,427 人
・2015-2016 シーズン…318,495 人※少雪影響により 12/23~4/10 で営業終了

・2016-2017 シーズン…330,792 人



安比ゴンドラ 大型ステッカー広告
「安比ゴンドラ」100 器の窓面に大型ステッカーを掲出
　　☆ベースからも視認できる大きさ
　　　→ゴンドラ非利用者（初心者・ファミリー層）も接触
　　☆両面印刷で乗車中の利用者へ具体的な情報伝達も可能

□掲出期間／ 2017 年 12 月 23 日（土・祝）～ 2018 年 8 月 26 日（日）
□掲出方法／ステッカーシート（両面印刷も可）
□サ イ ズ ／天地 345 ㎜ × 左右 1,380 ㎜
□販売数量／ 1 社様限定となります。
□広告料金／ 4,000,000 円（税別）
□申込締切／ 2017 年 10 月 31 日（火）
※積雪状況や天候により安比ゴンドラの運行期間には変更が生じる可能性もございます。予めご了承くださいませ。
※シート制作の工程上、特殊色など完全な再現が困難な場合もございますこと、予めご了承願います。
※広告料金に制作費は含まれません。ステッカー制作費および掲出作業に関する費用につきましては別途お見積もりいたします。
※申込みは先着順となりますので、締切前でもお受けできない場合がございます。



ゴンドラ室内ステッカー広告
｢安比ゴンドラ｣2 器の室内に広告ステッカーを掲出
☆ゴンドラ乗車時間（片道 約 15 分）の「接触時間」がセットになった広告媒体
☆QR コードなどから WEB サイトへ誘導し、具体的な情報（クーポンなど）の発信も可能
※2015-2016 シーズンまで、安比ゴンドラ・ザイラーゴンドラ各 1 器への広告掲出とご案内させていただいておりま
したが、昨シーズンより「グリーンシーズンも稼動する安比ゴンドラ 2 器への掲出となっております。

□掲出期間／ 2017 年 12 月 23 日（土・祝）～ 2018 年 8 月 26 日（日）
□掲出方法／ステッカーシート（片面のみ）
□サイズ／天地 234 ㎜ × 左右 284 ㎜
□販売数量／ 50 社様限定
□広告料金（税別）／ 200,000 円（製作費込）
□申込み締切／ 2016 年 10 月 31 日（月）
※積雪状況や天候により安比ゴンドラの運行期間には変更が生じる可能性も
ございます。予めご了承くださいませ。
※シート制作の工程上、特殊色など完全な再現が困難な場合もございますこ
と、予めご了承願います。
※1 申込みで掲出できる広告は 1 種のみとなります。
※「完全データ入稿」「過去の広告データを流用」の場合は 20,000 円（税別）
引きとさせていただきます。
※申込み締切後でも広告設置可能なゴンドラがあれば掲出は可能となりま
す。掲出期間及び料金についてはお問い合わせください。



期間限定全ゴンドラ広告
安比ゴンドラ全器（約 100器）に封入タイプの広告を掲出
☆新商品やイベントの告知など、期間限定で集中的に掲出
☆WEBサイトへ誘導し、乗車時間＝閲覧時間を活用。クーポンや詳細情
報の発信も可能。

□掲出期間と広告料金（税別）／
①2017 年 12月 22日（金）～ 2018 年 1月 10日（水）【20日間】…150,000 円
②2018 年 1月 12日（金）～ 2018 年 1月 31日（水）【20日間】…100,000 円
③2018 年 2月 2日（金）～ 2018 年 2月 21日（水）【20日間】…100,000 円
④2018 年 2月 23日（金）～ 2018 年 3月 14日（水）【20日間】…100,000 円
⑤2018 年 3月 16日（金）～ 2018 年 4月 4日（水）【20日間】…100,000 円
□掲出方法／上質紙封入
□サイズ／天地 182㎜ ×左右 257㎜　※上下左右に余白 10㎜
□販売数量／各期間 1社様限定
□申込み締切／各広告掲出期間の 1か月前
※積雪状況や天候により安比ゴンドラの運行期間には変更が生じる可能性もございます。予めご了承くださいませ。
※本企画はレーザープリンタで上質紙に印刷したものをクリアケースに封入して掲出いたします。プリンタの性能上、特殊色など
再現できない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
※グリーンシーズンでのご出稿をご検討の場合、別途お問合せください。
※印刷データの制作費は含まれません。データ制作からご依頼の場合は別途お見積もりいたします。
※申込みは先着順となります。締切前でもご希望の期間に他のお申し込みがある場合などお受けできない場合もございますので、
予めご了承くださいませ。



クワッドリフト大型ステッカー広告

高速クワッドリフトに大型ステッカー広告を掲出
☆来場者の多くが使用する主要索道の稼動全搬器に掲出。
乗客の視界の中央に必ず位置する広告媒体。
☆コースと並行もしくは交差するリフトへの大型ステッ
カーは、リフト利用者のみならず滑走者の目にも留まる
広告媒体。

□掲出期間（最長）および数量／
①セントラルクワッド：2017年 12月 2日（土）～ 2018年 5月 6日（日）　全 110器に掲出
②ザイラー・ビスタクワッド：2017年 12月 23日（土・祝）～ 2018年 3月 25日（日）　各 70器（計 140 器）に掲出
□販売数量／
①セントラルクワッドリフト、②ザイラー&ビスタクワッドリフトとも、1社様限定
□掲出方法および掲出サイズ／ステッカーシート（片面印刷）　天地 345㎜ ×左右 1,380 ㎜
□広告料金（税別）／
①セントラルクワッドリフト：3,000,000 円
②ザイラー・ビスタクワッドリフト：1,500,000 円
□申込締切／ 2017年 10月 13日（金）
※積雪状況や天候により各リフトの運行期間には変更が生じる可能性もございます。予めご了承くださいませ。
※上記広告料金に制作費は含まれません。別途お見積もりいたします。
※シート制作の工程上、特殊色など完全な再現が困難な場合もございますこと、予めご了承願います。



安比リゾートセンター　プロモーション・サンプリングスペース

　
　　

安比高原スキー場にお越しになるお客様の多くが利用する安比リ
ゾートセンター。大駐車場側から入ってすぐ左のスペース（約
20㎡）をサンプリングをはじめとしたSP用のスペースとして提
供いたします。スキー場のインフォメーションや売店も近く、来
場時のみならず、滞在中も繰り返し通行する場所です。
天井高も十分にあり、スペース内でのぼりなどを設置することも
可能です。

■搬入可能サイズ
展示品など搬入希望の場合、リゾートセンターの自動ドアを通るサイ
ズまでは搬入が可能です。
◎リゾートセンター自動ドア開口部　　W1550×H2400

■貸し出し可能備品
◎バックボード　　W2700×H2100
・ポスターやバナーなどを掲出することで、お客様の目を惹くことができ
ます。
・荷物や備品、ストックをお客様の目に触れない形で、プロモーションス
ペースの近くに置くことができます。
◎チェーン・ポール
・展示品とお客様との距離を確保したい場合や、お客様にお並びいただく
必要がある場合などに便利です。
◎テーブル
◎椅子

※いずれの備品も他のイベント開催状況や、通常営業での使用によりご
利用いただけない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※各アイテムの料金についてはお問い合わせください。



安比リゾートセンター　
　プロモーション・サンプリングスペース　　【料金表/税別】

会場使用料 平日 １日 60,000円
連続する2日間 100,000円
連続する3日間 120,000円

土日祝日 1日 120,000円
連続する2日間 180,000円
連続する3日間 240,000円

※「平日」と「土日祝日」にまたがる連続利用や、3日間以上のご利用については別途ご相談ください。

貸出備品 バックボード 1枚/1日 10,000円
チェーン&ポール ポール1本につき/1日 200円 チェーンはポール使用本数に合わせて

必要な長さをご用意いたします。
テーブル 1本/1日 1,000円
椅子 1脚/1日 500円
ＰＡ 1セット/1日 10,000円

オプション ポスター印刷 Ｂ2カラー1枚 3,500円 ※ＰＤＦデータ支給
Ａ1カラー1枚 4,000円 ※弊社でのデザイン制作は承っておりません。
Ｂ1カラー1枚 6,000円

※連続日程でご利用の場合も、貴重品や商品などの
保管・管理はお客様でお願いいたします。

※連続日程でご利用の場合も、貴重品や商品などの
保管・管理はお客様でお願いいたします。

【ご利用に際して】
◎他のイベント開催状況などによりご利用いただけない場合もございますので、予めご了承願います。
◎公序良俗に反する内容の宣伝・告知にはご利用いただけません。
◎その他、スキー場および関連施設の運営上、当社が不適と判断する場合にはご利用をお断りする場合がございますので、予めご了承願います。



お申し込み・お問い合わせ

■株式会社岩手ホテルアンドリゾート
　リゾート事業本部 スキー事業部
■0195-73-5111（9:00 ～ 17:00）
■担当／柵山 宏治　sakuyama@ihr.co.jp
　　　　立花 克敏　k.tachibana@ihr.co.jp


