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●報道関係者お問い合わせ先● 

２０１５ ＩＰＣ クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 

式典ご取材のご案内 

 来たる2015年2月13日（金）～19日（木）の7日間、北海道旭川市にて開催する『2015 IPC クロスカントリースキー 

ワールドカップ旭川大会』の「開会式／ウェルカムパーティー」を2月15日（日）に、「閉会式／さよならパーティー」を2月19

日（木）に下記概要のとおり実施いたします。 

 ご取材をご希望の方は、別紙取材申請書に必要事項をご記入いただき、2月12日（木）までにご返信願います。 

 

― 記 ― 

式典 実施概要 

 

 【開会式／ウェルカムパーティー】 

  ●開会式 2015年2月15日（日）17:30～（報道受付 16:30～ （会場前にて）） 

 

  ●ウェルカムパーティー 

 2015年2月15日（日）開会式終了後～19:30（18:00頃～） 

  

  【閉会式／さよならパーティー】 

  ●閉会式 2015年2月19日（木）18:00～（報道受付 17:00～（会場前にて）） 

 

  ●さよならパーティー 

 2015年2月19日（木）開会式終了後～20:15（18:15頃～） 

  

  ●式典会場 ロワジールホテル旭川 2階「ザ・ウエストルーム」 

        〒070-0037  北海道旭川市7条通6丁目  TEL: 0166-25-8811  

 

  ※各式典の詳細は別添参照 

アジア初開催の IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 

以上 

Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

２０１４年２月１３日（金）～１９日（木） 旭川市富沢クロスカントリースキーコース 

201５年2月6日 



2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 

「開会式」および「ウェルカムパーティー」概要 

 

【開会式】 

 ●式次第 (1) 開会宣言 

  （敬称略）    2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 組織委員会 委員長  

     長田 弘幸 

 (2) 開催地市長ご挨拶  

    2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 大会委員会 大会長／旭川市長 

     西川 将人 

 (3) 来賓のご紹介 

 (4) 来賓のご挨拶 

    内閣官房 2020年オリンピック・パラリンピック東京 大会推進室長  

      平田 竹男 

 (5) 日本注目選手のご紹介 

 (6) フォトセッション（調整中） 

    西川市長／猪谷会長／平田室長／森岡課長／山脇委員長 

 ／日本選手／あさっぴー（旭川市シンボルキャラクター） 

 

 ●登壇者 2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 大会委員会 大会長／旭川市長 

  （敬称略）      西川 将人 

    NPO法人日本障害者スキー連盟 会長  猪谷 千春 

        内閣官房 2020年オリンピック・パラリンピック東京 大会推進室長   

     平田 竹男 

 文部科学省スポーツ振興課長    森岡 裕策 

 日本障害者スポーツ協会委員長／日本パラリンピック委員会 

      山脇 康 

 

  ●司  会 丸田 さとみ（office Yu所属：MC） 

 

  ●参  加 選手、チーム関係者、大会関係者、ボランティア 

 

【ウェルカムパーティー】 

 ●内  容 参加する選手・ボランティア・大会関係者の交流と懇親等 

 

 ●参  加 選手、チーム関係者、大会関係者、ボランティア 
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2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 

「閉会式」および「さよならパーティー」概要 

 

【閉会式】 

 ●式次第 (1) 閉会宣言 

  （敬称略）    2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 組織委員会 委員長  

     長田 弘幸 

 (2) 開催地市長ご挨拶  

    2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 大会委員会 大会長／旭川市長 

     西川 将人 

 (3) 主なメダリストのご紹介 

  

 (4) フォトセッション（調整中） 

    長田委員長／西川市長／メダリスト数名／あさっぴー （旭川市シンボルキャラクター） 

 

 ●登壇者  2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 大会委員会 大会長／旭川市長   

  （敬称略）      西川 将人 

 

 ●司  会 中島 あゆみ（Brest所属：MC）  

 

 ●参  加 選手、チーム・選手関係者、ボランティア 

 

【さよならパーティー】 

 ●内  容 参加する選手・ボランティア・大会関係者の交流と懇親 

 各国代表者スピーチ等 

        

 ●参  加 選手、チーム・選手関係者、ボランティア 

 

 

【全式典共通】 

 ●備 考 開会式中の選手・関係者へのインタビューは不可となっております。 

 ウェルカムパーティー中の選手・関係者へのインタビューは可能です。ご自由にお声掛けください。 

 ウェルカムパーティーは立食形式で行う為、座席のご用意はございません。 

 報道関係者用の食事のご用意はございません。予めご了承ください。 
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●アクセス 

 ロワジールホテル旭川 （ http://www.loisir-asahikawa.com/access/） 

 〒070-0037 北海道旭川市7条通6丁目 

 

 ◆交通機関 

  ・JR旭川駅（西改札口）から 車で5分、徒歩約15分。 

  ・旭川空港から バスで40分／7条昭和通停留所下車（ホテル目の前） 

  ・羽田空港から旭川空港 1時間40分 

  ・札幌から旭川 JR：1時間20分 車：2時間 

 

 ◆駐車場  24時間OPEN 

  1000円／1泊（立体96台・屋外45台） 

  ※立体駐車場：車高155cm、車幅178cmの制限がございます。 

    入らないお車は、屋外提携駐車場へのご案内となります。 

 

 ◆提携駐車場  1. すずらんパーキング 9:00～22:00 

  2. 緑道7・7パーキング  8:00～22:00 

  3. 7・7パーキング 8:30～22:00 

  4. オアシスパーキング 24時間（機械式無人） 

  5. タイムズ旭川6・7 24時間（機械式無人） 
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2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会 
「開会式／ウェルカムパーティー」 および 「閉会式／さよならパーティー」 

取材申請書 

2015 IPC クロスカントリースキー ワールドカップ 旭川大会／プレスサービス事務局 行 

FAX：03-3466-9377 ※2月12日（木）必着  

＜本件に関するお問い合せ先＞ 
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