2018年
日程

ツアー名

1月
1/6(土)～8(月祝)

『白馬八方信屋ツアー』 幹事：たかさん
『１月３連休は志賀高原で粉雪！！』 幹事：まるまる、つばめ

1/6(土)～9(火)

『ニセコパウダー祭り～2018』 幹事：かず、hiro3110、むらっち

1/7(日)

『イエス！高鷲！日帰り！』 幹事：ジャム兄

1/8(月祝)

『奥美濃日帰り』 幹事：オカリン

1/13(土)～14(日)
1/14(日)

『モンモン栂池』 幹事：どんく
『3連休の翌週も志賀高原で粉雪！』 幹事：うえやん
『日帰り高鷲ダイナ』 幹事：kuwa
『いきまっせARAIリゾートPOWツアー』 幹事：あーつ、オカリン

1/20(土)～21(日)

『志賀高原で新宿にチャレンジ！』 幹事：ノブ、うえやん
『白馬信屋ツアー』 幹事：たむん、いっちぃ

1/21(日)

『日帰りで滑りに行くよ！』 幹事：ジャム兄

1/25(木)

『新人歓迎飲み会（SHINKAN）第3回♪神戸編』 幹事：SHINKANイベント担当スタッフ
『斑尾パウダーツアー』 幹事：てる、ミキ、hiro3110、みーこりん、ももふく

1/27(土)～28(日)

『白馬でやまやの美味しいご飯を召し上がれ』 幹事：あっこ☆
『がんばれ！Club ASP技選ツアー 』 幹事：かど、きゃな
『寒波歓迎志賀高原！』 幹事：キャビン、あいお

2月
2/3(土)～4(日)

『2018志賀スーパーマンスリー』 幹事：オールスタッフ

2/4(日)

『初級者歓迎！のんびり日帰り奥伊吹』 幹事：ジャム兄
『白馬かみツアー』 幹事：じゃんぽけ
『ほっこり野沢満喫ツアー』 幹事：あーつ、あや、きしぽん

2/10(土)～12(月)

『The Day SHIGA KOGEN』 幹事：うえやん
『黒姫BCパウダーツアー』 幹事：やんこ、うっちー
『peak2park パークへ帰ろう』 幹事：いとぅ

2/11(日)

『サンライズ高鷲ダイナ日帰り』 幹事：kuwa

2/17(土)

『日帰りジャム勝ツアー』 幹事：まっつん

2/17(土)～18(日)

『モンモン栂池』 幹事：どんく

2/18(日)
2/21(水)

『初心者歓迎！トップシーズン ハチ・ハチ北』 幹事：ジャム兄
『そうだ、めいほうへ行こう！』 幹事：あけ
『第4回SHINKAN 大阪の陣 2.21』 幹事：SHINKANイベント担当スタッフ
『フワッとほろ酔い 志賀一井ツアー』 幹事：ももふく、ろんちゃん

2/24(土)～25(日)

『年に一度は白い小屋ツアー』 幹事：たかさん
『白馬でもない！志賀でもない！ R１９号ツアー』 幹事：9点
『私を栂池花火に連れてって♪』 幹事：紅美

3月
3/3(土)～4(日)
3/4(日)
3/10(土)～11(日)

『春到来奥美濃ツアー』 幹事：ふじこ、あーつ
『２週続けて白い小屋』 幹事：かつぅ
『めいほうに大集合』 幹事：ジャム兄
『高鷲スノーパーク日帰り』 幹事：hiro3110
『白馬 ピエモン』 幹事：わだーまん
『ラスパウ志賀高原』 幹事：うえやん

2018年
日程

ツアー名

3/11(日)

『初心者歓迎！ひるがの日帰り』 幹事：kuwa

3/15(木)

『第5回SHINKAN 高槻編』 幹事：SHINKANイベント担当スタッフ

3/15(木)～18(日)

『クリスタルスノー 旭岳2018』 幹事：クロ

3/17(土)～18(日)

『白馬 まるにツアー』 幹事：のりぴー、きゃな
『志賀プリでリゾート♪』 幹事：キャビン、アイコ、ろんちゃん
『日帰り高鷲！』 幹事：9点

3/18(日)

『日帰りジャム勝』 幹事：ジャム兄
『びわばで試乗会』 幹事：じゃんぽけ

3/21(水祝)
3/24(土)～25(日)
3/25(日)

『ダイナランド～祝日だけどレディースデー』 幹事：かずゆき
『白馬 まるに』 幹事：どんく
『志賀高原』 幹事：ノブ、キャビン
『日帰り スキージャム勝山』 幹事：かずゆき
『春も志賀高原』 幹事：のこ、ももふく、ひな

3/31(土)～4/1(日)

『初春の舞子！マイコー祭り♪♪』 幹事：えりか
『春もピエモン』 幹事：どんく、たかさん

4月
4/1(日)

『ジャム勝イリュージョン』 幹事：チャリ

4/7(土)～8(日)

『ぽかぽか八方』 幹事：じゃんぽけ、かず、あーつ

4/14(土)～15(日)
4/15(日)

『アフターぽか八 白馬まるに』 幹事：どんく
『春コブin志賀高原』 幹事：ノブ、キャビン
『2018年オフ第1回ASPゴルフ』 幹事：うえやん
『白馬信屋ツアー』 幹事：たむん、いっちぃ

4/21(土)～22(日)

『立山BCツアー2018』 幹事：hiro3110、イチロー
『春のAKAKAN2018♪』 幹事：あけやん

4/28(土)～30(月祝)

『志賀高原で光合成』 幹事：ノブ、つばめ、キャビン
『GW前半八方でコブ祭』 幹事：ヨシ、まっつん、きしぽん

5月
5/2(水)

『神戸でテニス』 幹事：リュウ

5/3(木)

『神戸でテニス』 幹事：リュウ

5/12(土)～13(日)

『新緑と残雪の奥只見』 幹事：どんく

5/19(土)

『今年もやります！摂津テニスオフトレ企画 2018年第1回』 幹事：ただっち

5/20(日)

『福知山線廃線跡ハイキング』 幹事：ジャム兄

5/27(日)

『2018年オフ第2回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

6月
6/3(日)

『ＡＳＰ淀川ＢＢＱ』 幹事：かず
『水無月に苔鑑賞』 幹事：うーたん

6/10(日)

『梅雨に入る前に！摂津テニスオフトレ企画 2018年第2回』 幹事：ただっち

6/17(日)

『2018年オフ第3回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

6/19(火)

『W杯第一節サッカー日本代表を応援するぞ～！！』 幹事：きゃべじ

2018年
日程

ツアー名

7月
7/14(土)～16(月祝)

『７月三連休登山 蔵王＆朝日岳』 幹事：かずぱん

7/22(日)

『夏本番！摂津でかき氷テニス 2018年第3回』 幹事：ただっち

7/28(土)～29(日)
7/29(日)

※中止『日本一星空がきれいに見える村でキャンプ』 幹事：きしぽん、あーつ
※中止『ビワコde Sunset&Sunrise SUP 2018』 幹事：龍平。きゃべじ、きっしー
『2018年オフ第4回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

8月
8/4(土)

『なにわ淀川花火大会』 幹事：あっこ☆

8/11(土祝)

『京都亀岡花火大会』 幹事：わだーまん

8/18(土)～19(日)

『今回も北ア「燕岳」登山』 幹事：キャビン、むらっち

8/19(日)

『2018年オフ第5回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

9月
9/1(土)～2(日)
9/9(日)

『リベンジ！ビワコde Sunset&Sunrise SUP 2018』 幹事：龍平、きっしー、きゃべじ
『リアル脱出ゲーム?コナン 公安最終試験からの脱出』 幹事：あっこ☆
『2018年オフ第6回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

9/15(土)

『夜の巨大監獄からの脱出@ひらパー』 幹事：あっこ☆

9/15(土)～17(月祝)

(中止)『憧れの槍ヶ岳登山』 幹事：キャビン、あき、かずぱん、アケミ（かずぱん友)、かおりん

9/22(土)～24(月)

『今年こそ！プライスレスな紅葉の立山』 幹事：hiro3110、みーこりん、きしぽん

9/29(土)

『残暑から秋へ！摂津でテニス 2018年第4回』 幹事：ただっち

9/29(土)～30(日)

(中止)『水の山行ってくる！南アルプス！』 幹事：ひとし、ひな、のり

10月
10/14(日)

『2018年オフ第7回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

10/20(土)

『金勝アルプス日帰りハイキング』 幹事：ぼーいち

10/27(土)

『アスレチックな雪彦山』 幹事：みーこりん、きしぽん

11月
11/4(日)

『2018年オフ第8回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

11/14(水)

『初滑り 奥美濃アイクラ』 幹事：どんく

11/17(土)
11/23(金)

『赤目四十八滝日帰りハイキング』 幹事：ぼーいち
『スポーツの秋！摂津でテニス 2018年第6回』 幹事：ただっち
『シーズン前飲み会2018』 幹事：さっくん

12月
12/８(土)～９(日)

『白馬温泉ツアー』 幹事：たむん いっちぃ

12/11(火)

『梅田ビアバル de 忘年会☆』 幹事：ほしぴ、ひな、えりか

12/15(土)～16(日)

『白馬八方横山館ツアー』 幹事：いっちぃ

12/21(金)～24(月)

『クリスマスにクリスタル旭岳！』 幹事：チャリ、まるまる

12/22(土)～24(月)
12/29(土)-1/3(木)

『クリスマス白馬 まるに』 幹事：のりぴー
『2018年クリスマス志賀高原』 幹事：ノブ、つばめ
『2018-19カウントダウンツアー 白馬』 幹事：わだーまん、みや、かずゆき

2017年
日程

ツアー名

1月
1/3(火)

『八方日帰り』 幹事：たかさん、きゃな

1/7(土)～8(日)

『シャルマン・関温泉でフリーランキャンプ！』 幹事：くみくみ、ユッキー
『１月３連休 白馬滑り倒しツアー』 幹事：たかさん

1/7(土)～9(月・祝)

『１月３連休 志賀高原』 幹事：まるまる、キャビン、つばめ
『１月３連休 蔵王・磐梯体育会系ツアー』 幹事：kuwa、ゆり

1/14(土)～15(日)

『トップシーズン栂池ツアー』 幹事：のりぴー
『１月14・15日 志賀高原！！』 幹事：まるまる、キャビン、ノブ

1/14(土)～16(月)

『野沢温泉 道祖神祭りツアー』 幹事：くっすん

1/15(日)

『今夜出発15日パウダー祭り！』 幹事：やんこ

1/17(火)

『平日日帰り』 幹事：つっちー

1/21(土)

『日帰りジャム勝』 幹事：まっつん、ヨシ

1/21(土)～22(日)

『１月マンスリー：トップシーズン志賀高原！パウダースノーとリゾートホテル』 幹事：ASPスタッフ

1/22(土)

『日帰りジャム勝』 幹事：TAC

1/25(水)

『平日日帰り高鷲＆ダイナ』 幹事：やましぃ

1/26(木)～29(日)

『2017ニセコパウダーツアー』 幹事：かず、hiro3110、むらっち
『１月末白馬ツアー』 幹事：あーつ

1/28(土)～29(日)

『大阪府技術選手権大会』 幹事：Club ASP
『がんばれ！Club ASP技選ツアー』 幹事：まっつん
『おっしゃ！野沢温泉行こか！』 幹事：ちゃり、のこ、オグ

1/29(日)

『ひっそりさくっとめいほう日帰り』 幹事：龍平。、みーこりん、じゃんぽけ

1/31(火)

『平日日帰り高鷲＆ダイナ』 幹事：やましぃ

2月
2/4(土)

『ジャム勝サタデー!!』 幹事：はなちゃん

2/5(日)

『ジャムさん』 幹事：もうじ
『斑尾プレミアムパウダーツリーラン』 幹事：hiro3110

2/4(土)～5(日)

『リベンジ笹なし志賀高原』 幹事：うえやん
『帰ってきた妙高プロジェクト!!2017』 幹事：ゆりたん
『全面滑走八方ピエモン』 幹事：どんく、じゅん坊

2/7(火)

『平日日帰り』 幹事：つっちー

2/11(土)～12(日)

『２月マンスリー：2月だよ！栂池だよ！！全員集合～！！！』 幹事：ASPスタッフ

2/12(日)

『今庄365日帰り』 幹事：kuwa

2/14(火)

『平日日帰り高鷲＆ダイナ』 幹事：やましぃ

2/16(木)～19(日)

『クリスタルスノー旭岳2017』 幹事：クロ
『オージーと滑ろう！野沢温泉国際交流ツアー』 幹事：hiro3110、ミキ、てる

2/18(土)～19(日)

『泊まりで奥美濃リターンズ★』 幹事：ふじこ
『年に一度は白い小屋』 幹事：たかさん

2/19(日)

『日帰りワシトピア』 幹事：kuwa
『厳しい旅・白馬ツアー』 幹事：じゃんぽけ、むらっち

2/25(土)～26(日)

『帰ってきた妙高プロジェクト!!2017 vol.2』 幹事：ふじこ
『リベンジ粉こな志賀高原』 幹事：ノブ、うえやん

2/28(火)

『鷲ヶ岳日帰り』 幹事：NEO

2017年
日程

ツアー名

3月
3/4(土)

『近くに行こう～ハチ北』 幹事：はなちゃん

3/4(土)～5(日)

『３月マンスリー：ザ・闘うマンスリーPart２』 幹事：ASPスタッフ

3/7(火)

『平日日帰り高鷲＆ダイナ』 幹事：やましぃ

3/11(土)

『鷲ヶ岳でプライズ』 幹事：かど、しおり
『日帰りジャム勝』 幹事：ヨシ、まっつん
『さのさかは…白馬の端(恥)だが役に立つ』 幹事：はなちゃん

3/11(土)～12(日)

『３月もピエモン』 幹事：どんく
『RE：やっちゃる高井富士』 幹事：ひな
『インディジョーンズの旅 IN 志賀高原』チャリ、つばめ

3/12(日)

『サンライズタカスダイナヒガエリ』 幹事：kuwa
『早割消化ジャム勝日帰り』 幹事：こばを

3/15(水)

『日帰りダイナランド改 木曽福島スキー場』 幹事：かずゆき

3/18(土)

『奥伊吹で伊藤3姉妹と滑ろう！』 幹事：あけ

3/19(日)

『早割消化 高鷲ダイナ』 幹事：やんこ
『3月三連休は志賀高原でリゾート』 幹事：キャビン

3/18(土)～20(月・祝)

『3月3連休白馬ツアー』 幹事：たかさん
『3連休も滑りたい♪IN白馬』 幹事：ゆりたん

3/25(土)
3/25(土)～26(日)

『ダイナ高鷲の早割消化の旅』 幹事：はなちゃん
『春だ！パークだ！47だ！』 幹事：オグ
『栂池激安宿に泊まろうツアー』 幹事：のりぴー

4月
『笹の上は滑りたくない志賀高原』 幹事：ふっきー
4/1(土)～2(日)

『サクサラク！！初春の妙高祭り♪♪♪』 幹事：えりか
『35億の白い小屋』 幹事：たむん、いっちぃ

4/2(日)

『明宝日帰り』 幹事：あおやん

4/8(土)～9(日)

『４月マンスリーぽか八』 幹事：ASPスタッフ
『妙高大作戦２０１７！！』 幹事：隊長、やましぃ

4/15(土)～16(日)

『ぽかぽか志賀高原』 幹事：のりぴー、きゃな
『立山ツアー2017』 幹事：hiro3110、うっちー、イチロー
『アフターぽか八』 幹事：どんく
『弾丸日帰り八方』 幹事：かつぅ

4/22(土)

『ゆるり日帰り おんたけ２２４０』 幹事：オカリン
『日帰り高鷲ツアー』 幹事：まっつん、ヨシ

4/22(土)～23(日)
4/29(土)～30(日)

『春真っ盛り桜の白馬ツアー』 幹事：たかたか、きしぽん
『雨なら行きません八方ツアー』 幹事：かげ
『笹の上は滑らない志賀高原』 幹事：ふっきー
『いっちゃう白馬！』 幹事：たむん、いっちぃ

5月
5/3(水・祝)～5(金・祝)

『GW白馬ツアー』 幹事：むらっち
『GW志賀高原』 幹事：ノブ、つばめ

5/13(土)～14(日)

『新緑と残雪の奥只見』 幹事：どんく

5/14(日)

『2017年第1回摂津テニス』 幹事：ただっち

2017年
日程
5/20(土)
5/21(日)
5/27(土)～28(日)

ツアー名
『六甲山でハイキング＆スラックライン＆脱出ゲーム！』 幹事：くみくみ、いそみ～
『ゴルフ河川敷シリーズ』 幹事：うえやん
『千畳敷日帰りツアー』 幹事：のりぴー
『かぐらツアー』 幹事：まっつん

6月
6/3(土)

『梅雨前のツーリング』 幹事：しょうちゃん

6/4(日)

『ASP100人BBQ』 幹事：ASPオールスタッフ

6/17(土)～18(日)

『ゆるゆる剣山＋徳島観光ツアー』 幹事：のり、あーつ、あや

6/24(土)

『ある幽霊船からの脱出／脱出ゲーム』 幹事：あけ

6/25(日)

『妙見山にてハイキング＆BBQ！』 幹事：ひとし、みーこりん、ただっち

7月
7/1(土)

『梅雨の合間に摂津でテニス』 幹事：ただっち

7/1(土)～2(日)

『ビワコde Sunset＆Sunrise SUP』 幹事：龍平、み

7/8(土)

『そうだ 夏山、行こう。東大台周遊ツアー』 幹事：hiro3110、きしぽん

7/9(日)

『雨やらヤメ！ゴルフ』 幹事：うえやん

7/15(土)

『祇園祭とピール祭』 幹事：かつぅ

7/15(土)～17(月・祝)

『7月三連休山登り 鳥海山＆月山』 幹事：かずぱん、アケミ

7/17(月・祝)

『スノーヴァ羽島』 幹事：あーつ
『ビリヤード体験！！！』 幹事：mami

7/20(木)～23(日)

『空前絶後の！久米島ダイビング！2017』 幹事：あっこ☆、のり、ひな、あーつ

7/29(土)

『夏本番！摂津でかき氷テニス』 幹事：ただっち

8月
8/5(土)
8/6(日)
8/19(土)～20(日)

『間近で淀川花火』 幹事：ひな、あっこ☆
『びわ湖でウェイクボード！』 幹事：くみくみ、もうじ
『見晴らしのいい御在所岳を登ろう！』 幹事：みーこりん
『恒例の夏山登山（唐松岳～五竜岳）』 幹事：キャビン、みーこりん、むらっち
『イカ釣り＋バーベキュー in 丹後半島』 幹事：かつぅ

8/26(土)～27(日)

『夏だフェスだ 8/26, 27 RUSH BALL』 幹事：オカリン
『行くぞ！！北アルプス縦走』 幹事：たかっち、あーつ

8/27(日)

『☆ＡＳＰ初？ビリヤード大会☆』 幹事：mami、nao

8/31(木)

『日本代表戦を梅田のスポーツバーで応援するぞ～』 幹事：かず、きゃべじ

9月
9/2(土)
9/3(日)

『妙見山でハイキング＆ＢＢＱ！』 幹事：みーこりん、ただっち
『リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「ロンドン警視庁(スコットランドヤード)からの脱出」』 幹事：あけ
『熱闘猪名川ゴルフ』 幹事：うえやん
『びわ湖でウエイク！第２弾！』 幹事：くみくみ、良ちん、もうじ

9/5(火)

『舞鶴で海産物ダイビング』 幹事：あっこ☆

9/9(土)～10(日)

『美しい渓谷でキャニオニング！滋賀も満喫きちゃお！ツアー』 幹事：hiro3110、ミキ

9/10(日)

『すべては登山後の「うまい」のために。六甲山ツアー』 幹事：みーこりん、きしぽん
『９／１０ ウエイクボード！第３弾！』 幹事：くみくみ、かず

9/16(土)～17(日)

『２日連続！脱出ゲーム！』 幹事：あっこ☆

9/16(土)～18(月・祝)

『プライスレスな紅葉の立山』 幹事：hiro3110、たかたか、きしぽん

9/23(土)～24(日)

『安曇野のシンボル常念岳に行く！』 幹事：キャビン、みーこりん、むらっち

2017年
日程

ツアー名

9/24(日)

『スポーツの秋に向けて！摂津でテニス』 幹事：ただっち

9/30(土)～10/1(日)

『絶景～！！紅葉の潤沢カール♪』 幹事：のり、ひとし

10月
10/1(日)

『"めいほう"じゃないよ"ほうめい"だよ！ほ～ぉ上手い！』 幹事：うえやん

10/8(日)

『忍者選手権！ニンニン！ツアー』 幹事：いそみ～、しゅうじ

10/22(日)

『秋本番！摂津テニスでオフトレ全開』 幹事：ただっち
『淀川で松茸すき焼きと栗ご飯BBQ♪』 幹事：hiro3110、きしぽん

10/28(土)

『エイリアン研究所からの脱出』 幹事：あけ

10/29(日)

『運転トレして恐竜博物館に行こう！』 幹事：kuwa + 車出しスタッフ

11月
11/3(金祝)

『秋だ！巨大きのこを見に行こう～！』 幹事：みーこりん、きしぽん

11/11(土)

『そうだ 秋山、行こう。東大台周遊ツアーpart2』 幹事：あーつ

11/12(日)

『今年ラスト!?ゴルフ』 幹事：うえやん

11/15(水)

『初滑り 奥美濃アイクラ』 幹事：どんく

11/18(土)

『飲もっ♪来月には雪山だぁ！！』 幹事：hiro3110、ほしぴ、ひな、ミキ

11/25(土)

『ＳＨＩＮＫＡＮ飲み会 2017-2018シーズン第１回！』
幹事：かず、じゃんぽけ両リーダー、SHINKANイベント担当スタッフ

12月
12/2(土)～3(日)

『もう降ったで！白馬八方ツアー』 幹事：かずゆき

12/6(水)

『ＳＨＩＮＫＡＮ飲み会 京都編 2017-2018シーズン第２回！』
幹事：SHINKANイベント担当スタッフ

12/9(土)～10(日)

『白馬八方ツアー』 幹事：じゃんぽけ

12/16(土)～17(日)

『白馬八方横山館ツアー』 幹事：いっちぃ
『志賀高原初すべり 一井ホテルツアー』 幹事：ノブ、つばめ

12/23(土)

『日帰りでどこかへツアー(ジャム勝予定)』 幹事：むらっち

12/23(土)～24(日)

『クリスマス白馬』 幹事：どんく

12/27(水)～29(金)

『白馬八方まるにツアー』 幹事：たかさん、じゅん坊

12/29(金)～31(日)

『年末志賀高原』 幹事：ノブ、つばめ

12/29(金)～1/3(水)

『2017-18カウントダウンツアー白馬(複数日程あり)』 幹事：むらっち、オカリン

12/29(金)～1/8(月)

『ATBと行く、スイス、ツェルマット』 幹事：あーつ、ひな、ミキ、のり

2016年
日程

ツアー名

1月
1/8(金)～11(月)
1/9(土)～11(月)

『１月３連休ニセコ行かね？』 幹事：むらっち
『１月３連休は白馬を満喫♪ツアー』 幹事：あっこ☆、ゴウ
『１月３連休 志賀高原』 幹事：まるまる

1/12(火)

『平日日帰り高鷲＆ダイナ』 幹事：やましぃ

1/14(木)

『梅田でわいわい新年会★』 幹事：まなたろ、ぐちょ

1/15(金)

『平日奥美濃 白鳥高原』 幹事：おかりん

1/15(金)～17(日)

『野沢温泉道祖神祭りツアー』 幹事：くっすん

1/16(土)～17(日)

『モンモン栂池』 幹事：どんく
『戸隠どんど焼きツアー』 幹事：かおりん

1/17(日)

『1st.ゆりなつツアー高鷲＆ダイナ』 幹事：ゆりたん、なっちゃん

1/20(水)

『平日日帰り高鷲＆ダイナ』 幹事：やましぃ

1/23(土)～24(日)

『１月マンスリー：トップシーズン志賀高原』 幹事：ASPスタッフ

1/24(日)

『日帰りジャムジャム』 幹事：kuwa

1/26(火)～27(水)

『ふるさと割で行く八方ツアー』 幹事：かずゆき

1/30(土)

『行くの？行かないの？どこ行くの？どっち？ツアー』 幹事：はなちゃん
『大阪府技術選手権大会』 幹事：S-MAN、まっつん（Club ASP)
『コルチナ銀嶺パウダーツアー』 幹事：ふじこ

1/30(土)～31(日)

『志賀高原パウダーツアー』 幹事：うえやん、キャビン
『がんばれ！Club ASP技選ツアー』 幹事：まっつん
『パウパウ八方』 幹事：たむん、mami

2月
2/4(木)
2/6(土)～7(日)

『平日日帰り高鷲＆ダイナ』 幹事：ほのか
『２月マンスリー：結果にコミットする！野沢温泉』 幹事：ASPスタッフ
『闘えASP 八方プライズ受検者限定 白い小屋』 幹事：かつぅ、のりぴー

2/9(火)～11(木)

『トップシーズン平日白馬♪』 幹事：いっちぃ

2/11(木・祝)

『祝日ですよ！日帰りめいほう行っちゃいましょ！！！』 幹事：えりか
『２月飛び石連休は志賀高原』 幹事：Shelly

2/11(木)～14(日)

『2/11-14 飛び石連休で白馬へ行こう♪』 幹事：のりぴー
『2/11-14 飛び石連休岩手遠征ツアー』 幹事：kuwa

2/13(土)

『近くに行きたい～inハチ～ハチ北』 幹事：はなちゃん
『モンモン栂池』 幹事：くみくみ、いそみ～

2/13(土)～14(日)

『ゆるり旅・白馬ツアー』 幹事：じゃんぽけ、Nakko、ほしぴ
『なっちゃんとふっきーと行く妙高高原♪ in Valentine』 幹事：なっちゃん、ふっきー

2/14(日)

『バレンタインだけどホワイト！なホワイトピア高鷲日帰り』 幹事：えりか
『go west 2/14 ハチ＆氷ノ山 コソ練 日帰』 幹事：おかりん、まっきー

2/16(火)～17(水)

『八方尾根ツアー』 幹事：かずゆき＆たいちゃん３．５

2/20(土)

『やっぱりジャム勝日帰り』 幹事：ゆっきー
『火祭り八方 白い小屋』 幹事：たかさん、mami
『野沢アフター温泉』 幹事：おかりん

2/20(土)～21(日)

『泊まりで高鷲＆ダイナ★』 幹事：ふじこ
『であい系ホテル！二発目！in 志賀高原』 幹事：つばめ、みーこりん
『池の平×village!! in 妙高』 幹事：カーズ、あーつ

2016年
日程

ツアー名
『鷲パーク、降ったら300km圏内で新雪狙いも考えるツアー』 幹事：いとぅ

2/21(日)

『ハチ北日帰り 雪のあるうちに』 幹事：あつ、わっかん
『ボード解禁！今庄３６５日帰り』 幹事：kuwa

2/24(水)
2/27(土)

『平日ジャム勝日帰り』 幹事：かずゆき＆たいちゃん３．５
『今夜出発27日ジャム勝』 幹事：やんこ
『超近場びわバで試乗会』 幹事：じゃんぽけ
『やっちゃる高井富士』 幹事：９点
『ドキドキ栂池』 幹事：shino、シーマン

2/27(土)～28(日)

『笹なし志賀高原』 幹事：うえやん
『泊まりでめいほー！』 幹事：たむん
『突然やけど月亭八方ツアー』 幹事：むらっち

2/28(日)

『日帰りでも飛びたい』 幹事：hyuka

3月
3/1(火)～2(水)
3/5(土)

『八方尾根ツアー』 幹事：かずゆき＆たいちゃん３．５
『日帰りめいほうフランクツアー』 幹事：ゆっきー
『奥美濃方面ツアー』 幹事：クロ

3/5(土)～6(日)

『３月マンスリー：ASPフェスティバル』 幹事：ASPスタッフ

3/6(日)

『鷲ヶ岳ツアー』 幹事：いとぅ

3/9(水)

『レディースデーダイナランド日帰り』 幹事：かずゆき＆たいちゃん３．５
『絶景、グルメ、温泉、運が良ければパウダーも！全部いただきます in 斑尾』
幹事：てる、ミキ、hiro3110

3/12(土)～13(日)

『Mt乗鞍ラストパウダー！？』 幹事：おかりん
『白馬で滑る！』 幹事：のりぴー
『志賀高原でパウダー狙い？』 幹事：キャビン、つばめ

3/12(土)～15(火)
3/13(日)
3/16(水)～17(木)
3/19(土)～21(月・祝)
3/20(日)～21(月・祝)

『クリスタルスノー旭岳2016』 幹事：クロ
『サンジャム日帰りツアー』 幹事：はなちゃん
『日帰りエコーバレー』 幹事：kuwa
『平日八方ツアー』 幹事：yabu
『3月3連休白馬ツアー』 幹事：ゴウ
『春はのんびり志賀高原ツアー』 幹事：チャオ
『3連休後半は白樺湖祭り』 幹事：えりか
『3連休白馬追っかけツアー』 幹事：やんこ

3/21(月・祝)

『3連休最終日にいくおんたけ2240』 幹事：kuwa

3/21(月・祝)～23(水)

『八方尾根ツアー』 幹事：かずゆき＆たいちゃん３．５

3/26(土)
3/27(土)～28(日)

『おんたけ日帰りツアー』 幹事：hiro3110
『ウイングヒルズ白鳥』 幹事：はなちゃん
『プレぽか八兵衛 IN 白馬』 幹事：キャビン、つばめ、ひとし
『笹があっても志賀高原ツアー』 幹事：なん

3/29(火)～30(水)

『平日八方ツアー』 幹事：yabu

3/30(水)

『奥美濃日帰り』 幹事：おかりん

2016年
日程

ツアー名

4月
4/2(土)～3(日)

『４月マンスリーぽか八』 幹事：ASPスタッフ
『まだまだ志賀高原＆一の瀬大回転ツアー』 幹事：うえやん

4/9(土)～10(日)

『妙高大作戦２０１６！！！』 幹事：やましぃ
『アフターぽか八』 幹事：どんく

4/10(日)

『日帰りだよ！チャオおんたけに集合～！』 幹事：えりか

4/12(火)～13(水)

『平日白馬♪』 幹事：いっちぃ

4/16(土)

『日帰りだよ！チャオおんたけに集合～！Part2』 幹事：えりか

4/16(土)～17(日)

『桜の白馬』 幹事：のりぴー

4/23(土)～24(日)

『今年もやります！白馬ピエモンツアー！』 幹事：わだーまん

4/26(火)～27(水)

『シーズンラスト平日白馬♪』 幹事：いっちぃ＆たむん

5月
5/1(日)～2(月)

『５月１－２日かぐらツアー』 幹事：まっつん

5/14(土)

『2016年オフ第1回！摂津でテニス』 幹事：ただっち

5/14(土)～15(日)

『立山BCツアー』 幹事：hiro3110

5/21(土)

『リアル脱出ゲーム×名探偵コナンFILE.4 黒き暗殺者からの脱出 ～狙われた名探偵～』
幹事：あっこ☆

5/29(日)

『2016 ASP 淀川100人BBQ』 幹事：むらっち

6月
6/4(土)
6/5(日)

『フォーラム＆飲み会』 幹事：どんく
『音羽山ハイキング』 幹事：のり、カツ、ただっち
『めいほう ではなく ほうめいでゴルフ』 幹事：うえやん
『2016年オフ第2回！梅雨の前に摂津でテニス』 幹事：ただっち

6/11(土)

『ゆったり伊吹山』 幹事：のり

6/12(日)

『2016年オフ第3回！梅雨入りしても摂津でテニス』 幹事：ただっち

6/19(日)

『六甲山～有馬温泉』 幹事：むらっち

6/25(土)

『カスタムフェア＆飲み会』 幹事：どんく、いっちぃ

7月
『リアル脱出ゲーム「古代遺跡エルドラドからの脱出」』 幹事：あっこ☆
7/2(土)

『ベルギービールを飲もう！』 幹事：ほしぴ、ひろり
『熊野古道ハイキング』 幹事：みーこりん、あいお
『丸山貴雄☆オフ会in大阪』 幹事：mami

7/3(日)

『1軍ゴルフに挑戦！？』 幹事：うえやん

7/8(金)

『しかたなくゴルフ』 幹事：たけっさん、おっくん

7/9(土)

『2016年オフ第4回！梅雨明けてないけど摂津でテニス』 幹事：ただっち

7/15(金)

『祇園祭の宵々山とそぞろ歩き＋プチ宴会』 幹事：かつぅ

7/22(金)～24(日)

『FUJI ROCK FESTIVAL 2016 in 苗場スキー場』 幹事：あーつ

7/23(土)～24(日)

『梅雨明けの？白馬岳登山』 幹事：むらっち、キャビン

7/30(土)

『神戸キングス★』 幹事：ふじこ

8月
8/6(土)

『2016淀川花火飲み会』 幹事：つばめ

8/27(土)

『なんばでボーリング＆飲み会♪』 幹事：ふじこ、とんちゃん

8/28(日)

『2016年オフ第5回！熱い中でも摂津でテニス』 幹事：ただっち

2016年
日程

ツアー名

9月
9/1(木)

『日本代表戦を梅田のカラオケで見るぞ～！』 幹事：きゃべじ

9/10(土)

『ひらぱーで脱出ゲーム』 幹事：あけ

9/22(木・祝)

『進撃の巨人×リアル脱出ゲーム』 幹事：あっこ☆

9/24(土)

『イカ釣り＋BBQ in 丹後半島』 幹事：かつぅ

9/24(土)～25(日)

『SUP体験＆BBQ in 淡路島』 幹事：mami

9/25(日)

『スノーヴァ羽島』 幹事：ふっきー

10月
10/1(土)

『イカ釣り＋BBQ in 丹後半島』 幹事：かつぅ

10/1(土)～2(日)

『BBQと温泉と、カヌーかラフティングどっちしよ？in 和歌山』 幹事：hiro3110、てる、ミキ

10/15(土)

『あるオークション会場からの脱出』 幹事：しゅうじ、ももふく

10/15(土)

『2016年オフ第7回！スポーツの秋に摂津でテニス』 幹事：ただっち

10/16(土)

『黒枝豆ゴルフ』 幹事：うえやん

10/22(土)～23(日)

『大菩薩嶺登山と勝沼ワイナリー巡り』 幹事：かおりん

10/29(土)

『ASP貸し切りスケートボード体験ツアー（山崎勇亀スクール）』 幹事：たかっち

11月
11/5(土)

『秋のグルメツーリング』 幹事：しょうちゃん

11/12(土)

『東大阪テニス』 幹事：ume

11/13(日)

『秋のウォーキング企画 高雄～嵐山』 幹事：いっちぃ、ただっち

11/16(水)

『初滑り奥美濃アイクラ』 幹事：どんく

11/19(土)

『リアル脱出ゲーム「ある牢獄からの脱出」』 幹事：ももふく

11/20(日)

『2016年オフ第7回！スポーツの秋に摂津でテニス』 幹事：ただっち

11/23(水・祝)

『Welcome Winter Party 2016』 幹事：オールスタッフ

11/26(土)

『INDRES Anniversary Party』 幹事：あーつ、ひな、たかっち

12月
12/10(土)～11(日)

『降ったら八方ツアー』 幹事：のりぴー

12/11(日)

『鷲ヶ岳？？雪乞いツアー』 幹事：オグ

12/14(水)

『ナガグツミートで忘年会☆』 幹事：ほしぴ、ふっきー、サーヤ、ひな♪

12/15(木)～18(日)

『12月フルハイク、旭岳！！』 幹事：チャリ、まるまる

12/17(土)～18(日)

『八方横山館ツアー』 幹事：のりぴー
『志賀高原で初滑り！』 幹事：キャビン、じゃんぽけ

12/21(水)～23(金・祝)

『ド変則八方ツアー』 幹事：かずゆき

12/23(金・祝)～24(土)

『ミステリー高鷲ダイナ』 幹事：オカリン

12/23(金・祝)～25(日)

『クリスマス志賀高原』 幹事：つばめ 、くみくみ、キャビン
『クリスマス白馬』 幹事：たむん

12/29(木)～12/30(金)

『志賀高原 年末前1泊スキー』 幹事：ノブ

12/28(水)～1/3(火)

『2016-17 カウントダウンツアー』 幹事：なん、むらっち

