
2020年10月20日

株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健） の観光に関する調査・研究、
地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」（以下JRC）は、今年で10期目となる19歳を対象に全国160以上のゲレン
デでリフト代が無料になる『雪マジ！19〜SNOW MAGIC〜』（以下『雪マジ！19』）を実施します。また、同時に
20歳を対象に全国80以上のゲレンデのリフト代が最大半額になる『雪マジ！20〜SNOW MAGIC〜』（以下『雪マ
ジ！20』）を本日より実施することをお知らせします。

19歳はゲレンデリフト代が無料に。10期目の『雪マジ！19（ナインティーン）』本日より開始
20歳はゲレンデリフト代が最大半額になる『雪マジ！20（トゥエンティ）』も同時実施

スキー・スノーボードなどのスノーアクティビティ
人口は1990年代前半のピークを境に減少傾向にあり
ます。『雪マジ！19』はゲレンデを訪れる若年層を
増やすことで、スノーアクティビティ市場と日本の
スノーエリアを長期的に活性化させることを目的と
した需要創出プロジェクトです。2011年11月から
スタートした本プロジェクトは、今年10期目を迎
えます。
『雪マジ！19』では現在162（※１）のゲレンデが
参画しており、幅広い選択肢から希望のゲレンデを選んでいただくことが可能です。
※1 2020年10月20日（火）時点

▼『雪マジ！19』概要 https://majibu.jp/yukimaji19/pc/

今年度19歳を迎える方を対象に、対象施設のゲレンデリフト券代を無料にします。スマートフォンにて「マジ☆部」アプリをダ
ウンロード（無料）し、『雪マジ！19』へ会員登録をするだけで利用可能です。

■対象者：2001年4月2日〜2002年4月1日生まれの方 ■会員登録期間：2020年10月20日（火）〜2021年5月10日（月）
■実施期間：2020年10月20日（火）から順次開始。終了は2020年冬季シーズンまで
※ゲレンデの営業開始・終了期間はおのおの異なります
■参画ゲレンデ：全国162カ所 ※2020年10月20日（火）時点 ※該当のゲレンデは次ページをご参照ください

背景

『雪マジ！19』『雪マジ！20』詳細

▼『雪マジ！20』概要 https://majibu.jp/yukimaji20/pc/

20歳を対象に、全国81カ所のゲレンデリフト券代が最大半額になる『雪マジ！20』は、スマートフォンにて「マジ☆部」アプリ
をダウンロード（無料）し、『雪マジ！20』へ会員登録をするだけで利用可能です。

■対象者：2000年4月2日〜2001年4月1日生まれの方 ■会員登録期間：2020年10月20日（火）〜2021年5月10日（月）
■実施期間：2020年10月20日（火）から順次開始。終了は2020年冬季シーズンまで
※ゲレンデの営業開始・終了期間は各々異なります
■参画ゲレンデ：全国81カ所 ※ 2020年10月20日（火）時点 ※該当のゲレンデは次ページをご参照ください

※昨シーズン『雪マジ！19』に会員登録された方も、『雪マジ！20』の会員登録が必要となります
※割引率はゲレンデによって異なります

19歳でなくても最大3,600人以上、リフト券が無料になる「19歳紹介キャンペーン」も2020年10月20日（火）
よりスタート。19歳を3人紹介で1枚、5人紹介で2枚、6人紹介で3枚の無料リフト券がもらえるキャンペーンです。
https://invitation.majibu.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press

※おでかけの際には、自治体のホームページなどで最新の情報をご確認ください。また、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止に十分
ご配慮いただくようお願いいたします。

https://majibu.jp/yukimaji19/pc/
https://majibu.jp/yukimaji20/pc/
https://invitation.majibu.jp/


『雪マジ！19』・『雪マジ！20』参画ゲレンデ一覧 ※2020年10月20日（火）時点

「マジ☆部」について

JRCは、国内旅行需要を創出するための若者行動支援プロジェクト「マジ☆部」を2014年に立ち上げました。「マジ☆
部」は、さまざまな体験が無料でできる若年行動支援プロジェクトです。20歳前後の若者に、さまざまなレジャー観光、
豊かな地域を体験してもらうことで、地域・観光産業の将来需要を創ることを目的としています。地域・旅行先で、新
しいレジャーでの感動をはじめて体験するきっかけ提供のために、『雪マジ！19』『Ｊマジ！』『ゴルマジ！』などを、
「マジ☆部」アプリを通じ、会員に展開しています。スマートフォンアプリでのサービス提供で、2020年3月時点で会
員数は170万人以上となっています。
詳細はこちら：https://majibu.jp/

「マジ☆部」とは

所在地 ゲレンデ名
『雪マジ！20』

参画施設

北海道 石狩平原スキー場

北海道 オロフレスキー場

北海道 グリーンピア大沼スキー場

北海道 国設南ふらのスキー場

北海道 スノークルーズオーンズ ●

北海道 名寄ピヤシリスキー場

北海道 富良野スキー場

北海道 星野リゾート トマムスキー場 ●

北海道 マウントレースイスキーリゾート

青森県 八甲田国際スキー場 ●

青森県 八甲田スキー場

岩手県 安比高原スキー場

岩手県 網張温泉スキー場 ●

岩手県 奥州市越路スキー場

岩手県 奥中山高原スキー場 ●

岩手県 国見平スキー場

岩手県 夏油高原スキー場 ●

岩手県 雫石スキー場

岩手県 花巻市鉛温泉スキー場 ●

岩手県 ひめかゆスキー場

宮城県 泉ヶ岳スキー場

宮城県 オニコウベスキー場 ●

宮城県 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場

秋田県 阿仁スキー場 ●

秋田県 稲川スキー場スベロッタ ●

秋田県 ジュネス栗駒スキー場 ●

山形県 Asahi自然観スノーパーク ●

山形県 櫛引たらのきだいスキー場

山形県 湯殿山スキー場

福島県 会津高原だいくらスキー場

福島県 会津高原たかつえスキー場

福島県 会津高原高畑スキー場

福島県 会津高原南郷スキー場 ●

福島県 猪苗代スキー場

福島県 裏磐梯スキー場

福島県 グランディ羽鳥湖スキーリゾート

福島県 グランデコスノーリゾート

所在地 ゲレンデ名
『雪マジ！20』

参画施設

福島県 只見スキー場

福島県 沼尻スキー場

福島県 フェアリーランドかねやまスキー場 ●

福島県 星野リゾート アルツ磐梯

福島県 星野リゾート 猫魔スキー場

福島県 リステルスキーファンタジア

栃木県 日光湯元温泉スキー場 ●

栃木県 ハンターマウンテン塩原 ●

栃木県 マウントジーンズ那須 ●

群馬県 軽井沢スノーパーク ●

群馬県 草津温泉スキー場 ●

群馬県 谷川岳天神平スキー場

群馬県 たんばらスキーパーク ●

群馬県 ノルン水上スキー場 ●

群馬県 パルコールつま恋スキーリゾート ●

群馬県 ホワイトバレースキー場 ●

群馬県 万座温泉スキー場

群馬県 水上高原 奥利根温泉 藤原スキー場 ●

埼玉県 狭山スキー場

山梨県 カムイみさかスキー場 ●

山梨県 サンメドウズ清里スキー場 ●

山梨県 ふじてんスノーリゾート

長野県 アサマ2000パーク ●

長野県 池の平スノーパーク ●

長野県 X-JAM高井富士 ●

長野県 軽井沢プリンスホテルスキー場

長野県 木曽福島スキー場

長野県 車山高原SKYPARKスキー場 ●

長野県 小海リエックス・スキーバレー ●

長野県 さかえ倶楽部スキー場 ●

長野県 志賀高原一の瀬ダイヤモンドスキー場

長野県 志賀高原一の瀬ファミリースキー場

長野県 志賀高原一の瀬山の神スキー場

長野県 志賀高原奥志賀高原スキー場

長野県 志賀高原熊の湯スキー場

長野県 志賀高原サンバレースキー場

長野県 志賀高原渋峠スキー場



『雪マジ！19』・『雪マジ！20』参画ゲレンデ一覧 ※2020年10月20日（火）時点

所在地 ゲレンデ名
『雪マジ！20』

参画施設

長野県 志賀高原ジャイアントスキー場

長野県 志賀高原高天ヶ原マンモススキー場

長野県 志賀高原タンネの森オコジョスキー場

長野県 志賀高原寺小屋スキー場

長野県 志賀高原西館山スキー場

長野県 志賀高原蓮池スキー場

長野県 志賀高原発哺ブナ平スキー場

長野県 志賀高原東館山スキー場

長野県 志賀高原丸池スキー場

長野県 志賀高原焼額山スキー場

長野県 志賀高原横手山スキー場

長野県 治部坂高原スキー場

長野県 シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 ●

長野県 白樺高原国際スキー場 ●

長野県 しらかば2in1スキー場 ●

長野県 信州松本 野麦峠スキー場 ●

長野県 菅平高原パインビークスキー場 ●

長野県 タングラムスキーサーカス

長野県 戸狩温泉スキー場 ●

長野県 白馬コルチナスキー場 ●

長野県 聖高原スキー場 ●

長野県 ブランシュたかやまスキーリゾート ●

長野県 ヘブンスそのはらSnow World

長野県 Mt.乗鞍スノーリゾート ●

長野県 斑尾高原スキー場

長野県 八千穂高原スキー場 ●

長野県 よませ温泉スキー場 ●

新潟県 池の平温泉スキー場

新潟県 奥只見丸山スキー場

新潟県 かぐらスキー場

新潟県 神立スノーリゾート ●

新潟県 休暇村妙高ルンルンスキー場

新潟県 シャトー塩沢スキー場 ●

新潟県 シャルマン火打スキー場 ●

新潟県 須原スキー場 ●

新潟県 苗場スキー場

新潟県 二ノックススノーパーク ●

新潟県 ニュー・グリーンピア津南 ●

新潟県 八海山麓スキー場 ●

新潟県 舞子スノーリゾート ●

新潟県 Mt.グランビュースキー場

新潟県 松之山温泉スキー場

新潟県 妙高杉ノ原スキー場

新潟県 ムイカスノーリゾート ●

所在地 ゲレンデ名 『雪マジ！20』

参画施設

新潟県 六日町八海山スキー場

新潟県 キューピットバレイ ●

新潟県 湯沢中里スノーリゾート ●

新潟県 ロッテアライリゾート ●

富山県 宇奈月温泉スキー場

富山県 たいらスキー場

富山県 タカンボースキー場 ●

福井県 福井和泉スキー場 ●

岐阜県 白弓スキー場

岐阜県 ダイナランド ●

岐阜県 高鷲スノーパーク ●

岐阜県 飛騨 ほおのき平スキー場

岐阜県 飛騨かわいスキー場

岐阜県 ひだ舟山スノーリゾートアルコピア ●

岐阜県 平湯温泉スキー場

岐阜県 ひるがの高原スキー場 ●

岐阜県 ホワイトピアたかす ●

岐阜県 モンデウス飛騨位山スノーパーク ●

岐阜県 鷲ヶ岳スキー場 ●

滋賀県 国境高原スノーパーク

滋賀県 箱館山スキー場

兵庫県 アップかんなべスキー場 ●

兵庫県 おじろスキー場 ●

兵庫県 神鍋高原 万場スキー場 ●

兵庫県 ちくさ高原スキー場

兵庫県 ばんしゅう戸倉スノーパーク ●

兵庫県 氷ノ山国際スキー場 ●

兵庫県 峰山高原リゾート ホワイトピーク ●

兵庫県 若杉高原おおやスキー場 ●

鳥取県 だいせんホワイトリゾート

島根県 琴引フォレストパーク ●

島根県 三井野原スキー場 ●

岡山県 恩原高原スキー場 ●

岡山県 津黒高原スキー場 ●

広島県 恐羅漢スノーパーク ●

広島県 芸北高原 大佐スキー場 ●

広島県 スノーリゾート猫山 ●

広島県 女鹿平温泉 めがひらスキー場

広島県 ユートピアサイオト ●

徳島県 井川スキー場腕山

愛媛県 石鎚スキー場

愛媛県 久万スキーランド

愛媛県 ソルファ・オダスキーゲレンデ

宮崎県 五ヶ瀬ハイランドスキー場 ●


