2022 年７月５日

いよいよ夏本番！狭山スキー場「ウォーターフェス」
DJ マーク・パンサーや MC YUKI たちと一緒に暑い夏を吹き飛ばそう

ナイト営業日に「サマーDJ

泡パーティー」開催！

7 月 29 日(金)、30 日(土)
8 月 5 日(金)、6 日(土)、11 日(木祝)、12 日(金)、13 日(土)

計 7 日間

「タコさん」「クジラさん」の大型散水エアー遊具も新登場
狭山スキー場（埼玉県所沢市）で開催中の「ウォーターフェス 2022」は夏本番を迎え 7 月 15 日
(金)～9 月 4 日(日)の間、毎日営業をいたします。
夏の暑さを吹き飛ばすため、ナイト営業も期間限定で開催。ナイト営業日に実施される「サマーDJ
泡パーティー」では、DJ のリズムに乗ってイベントプールに泡が降り注がれます。1 日 4 回のパー
ティーはその回ごとにテーマを変えて、こどもやファミリー、おとなまで、すべての年代がお楽しみ
いただける大盛りあがりの内容となっています。7 月 29 日(金)、8 月 6 日(土)はマーク・パンサーが
メインゲストとして登場します。
7 月 8 日(金)からは、高さ 4m80cm の大型「タコさん」や、頭からの潮吹きがかわいい「クジラ
さん」の散水エアー遊具が新登場。イベント「ウォーターレンジャーとずぶぬれタイム」や「ウォー
ターレンジャーと泡まみれタイム＋宝探し」、「じゃぶじゃぶプール」などに加えて、家族でびしょび
しょ体験ができる涼しくて楽しい時間を提供いたします。

営業日時
営業日時
ナイト営業日時

料

7月8日(金)～11日(月)、7月15日(金)～9月4日(日)
10:00～17:00
7月29日(金)、30日(土) 、8月5日(金)、6日(土)、11日(木祝)、12日(金)、13日(土)
10:00～20:00

金 (1 名／1 日)
おとな(中学生以上)

1,200円

こども(3歳～小学生)

1,000円

ナイトチケット

おとな(中学生以上)

1,000円

17:00～20:00

こども(3歳～小学生)

ワンデーチケット

800円

※税込み、再入場可
※ナイト営業日は、ワンデーチケットで 10:00～20:00 まで
お楽しみいただけます。

サマーDJ 泡パーティー
各日 4 回の DJ によるイベントを実施。
日中はお子さまに人気の音楽を中心に、
夜はクラブさながらのアップテンポな音楽に合わせて、
泡まみれ、水浸しで楽しめる。
①14:00～14:40
②15:30～16:10
③17:00～17:40
④18:30～19:10

キッズタイム
キッズ＆ファミリータイム
ナイトタイム
ナイトタイム

開催日

マーク・パンサー

ＤＪ
Gashii

MC

ダンス

YUKI仁井山

ダンサーチーム

7月29日（金）

マーク・パンサー

Y’K

7月30日（土）

Y’K

SEIKA

YUKI仁井山

ダンサーチーム

8月5日（金）

Y’K

George

YUKI仁井山

ダンサーチーム

8月6日（土）

マーク・パンサー

Y’K

SEIKA

YUKI仁井山

ダンサーチーム

8月11日（木祝）

Y’K

pink

J

YUKI仁井山

ダンサーチーム

8月12日（金）

Y’K

Gashii

George

YUKI仁井山

ダンサーチーム

8月13日（土）

Y’K

Mai-My

YUKI仁井山

ダンサーチーム

※出演者は変更になる場合もございます

散水エアー遊具
7 月 8 日（金）に大型 2 種が新登場！
■タコさん散水エアー遊具
高さ４ｍ８０ｃｍ × 横幅８ｍの
超大型散水エアー遊具
タコの口や足から水が噴き出し、
涼しい夏を演出します。

■クジラさん散水エアー遊具
高さ２ｍ９０ｃｍ×横幅４ｍの
散水エアー遊具
クジラの頭から水を噴射します。

ゲレンデエリア概要
■ゲレンデスライダー
ゲレンデスライダーは、
「ロングスライダー」と「ファミリースライダー」の 2 種類が楽しめます。
専用チューブに乗って滑り降りるので、水着を着用しなくても遊べるスライダーです。
ロングスライダー(1～2 人乗り、長さ 220ｍ×1 台)
山頂から一気に 220m を滑り降りるスリルある疾走感と
爽快感は想像以上の楽しさです。
※身長制限 120 ㎝以上、体重制限 150kg 未満

ファミリースライダー(1～2 人乗り、長さ 140ｍ×2 台)
ゲレンデ中腹から緩斜面を滑り降りるので、お子さまや
ファミリーで楽しめるスライダーです。
※身長制限 90 ㎝以上、体重制限 150kg 未満
※ 2 種類のスライダーは、水着でのご利用も
可能です。
※ スライダー内には水が流れています。

既存のイベント概要

スタッフと水をかけ合う！
「ウォーターレンジャーと
ずぶぬれタイム」

泡まみれで楽しもう♪
「ウォ ーターレンジャー
と泡まみれタイム」

ジェットミストやウォータ
ーシューターで、ずぶぬれ
に！？

音楽に合わせて大量の泡が
吹き出すイベント。

夏の風物詩

縁日コーナー

スーパーボールすくい、ヨー
ヨー釣り、輪投げなど懐かし
の遊びが集合！
（各 1 回 200
円）

泡まみれになってみんなで
楽しもう！

おすすめメニュー
ナイト営業日限定のおつまみワンプレートや、
夏にピッタリなメニューを揃えました！
また、散水遊具のタコさんにちなんだ
見た目もかわいい料理も用意いたしました。
かき氷や夏季ドリンクも魅力です！
おつまみワンプレート １,５00 円
シーフードカレー
１,２00 円
タコさんカレー
５00 円
タコさん盛り合わせ
４00 円
かき氷各種
500 円
スカッシュドリンク各種
500 円

タコさん盛り合わせ

シーフードカレー

※表示価格はすべて税込です

おつまみワンプレート
※ナイト営業日 17 時～販売

かき氷

スカッシュドリンク

狭山スキー場 施設概要
所 在 地
ゲレンデ
交
通

〒359-1153 埼玉県所沢市上山口 2167
全長 300m、幅 30m、平均斜度 7 度、最大斜度 15 度
【電車】西武鉄道狭山線・山口線（レオライナー）
「西武球場前」駅徒歩約 3 分
【車】 関越自動車道 所沢 I.C.から約 12 ㎞（約 30 分）
圏央道「入間 I.C.」から約 10 ㎞（約 20 分）
U R L
https://www.seibu-leisure.co.jp/ski_web/
※画像はすべてイメージです
■お問合せ先 狭山スキー場 TEL.(04)2922-1384
～新型コロナウイルス感染症対策～
従業員の出勤前体温計測、施設内の定期的な消毒・清掃、マスク着用、手洗い・うがいの徹底で
お客さまの安全・安心、環境整備に取り組んでおります。
また、狭山スキー場は、ゲレンデの両サイドに壁がない自然換気の施設です。

■お問合せ先 狭山スキー場 TEL.(04)2922-1384

