
 
 

 
 

 

 

中心市街地で開催されるイベントのうち、食とランニングのコラボイベント「沼津スイーツラン」と、 

「沼津スイーツフェスタ」の概要についてお知らせします。 

沼津スイーツラン 

 おいしいスイーツを食べることができるスイーツ＆ランニング！ 

今年で６回目の開催となる、食とスポーツのコラボイベントです。 

 走ったご褒美に、コース上に設置した給スイーツ所で、和洋菓子を選んで食べることができます。 

◆日時 / １月 21 日(日)11：00～14：00 

◆内容 /                                                           

・スイーツ参加店舗（10 店舗） 

  沼津市内などの和洋菓子店 10 店舗がスイーツを提供します。 

  給スイーツ所で６種類を選んで食べることができます。 

（食べ放題ではありません。） 

・参加費 

  1,600 円 

・募集人数 

1,000 人（定員になり次第、締切） 

・コース 

狩野川堤防上（かのがわ ViewLine）1 周約 2.5km ※時間内周回数無制限 

  

 

 

沼津スイーツフェスタ 

「沼津スイーツラン」に参加する店舗などがおすすめのスイーツを販売します。 

また、ものづくり体験ブースやステージでのキッズダンス、高校相撲部の発表等のパフォーマンス

も楽しめます。 

◆日時 / 1 月 2１日(日) 10：00～15:00 

◆場所 /中央公園 

 

沼津市定例記者会見発表 ４                                       平成 29 年 12 月 27 日

走った人にご褒美スイーツ♪ 

沼津スイーツランを開催します！ 

沼津スイーツフェスタも同時開催です！ 

◇問い合わせ 

沼津ランニング＆スキルズステーション 

   電話 055-952-3222 

HP http://www.n-sta.com 

 

◇問い合わせ 

沼津ランニング＆スキルズステーション 

電話 055-952-3222 

HP http://www.n-sta.com 
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START & GOAL
SWEETS

スイーツ参加店

ランナー
募集中！

申込締切：1月14日日
参 加 費： 1,600円
申込方法：チラシ裏面をご覧ください

1月21日●
11：00～14：00

走った分
 食べつくせ！

2018

●出店社名・商品は変更になる場合がございます。
●お１人様１種類につき１つの提供です。
●お１人様スイーツ６つまで。
●スイーツには数に限りがあります。種類を選んで食べることができます。

沼津信用金庫 ころろん

こ
ろ
ろ
ん

受付：９時30分～10時30分の間

規定のコースを規定時間内に走ってもらい、
配置されたスイーツを１人６個まで食べられる。
★時間内周回数無制限
★制限時間３時間
★コース内に１ヶ所
　「給水所・給スイーツ所」

【スタート＆ゴール】中央公園   【コース】狩野川堤防上１周約2.5㎞
【制限時間】３時間　【募集人数】1,000名（定員になり次第、締切）

後援　沼津市
　　　沼津市上土町周辺狩野川河川空間利用調整協議会

協賛主催・お問合わせ・お申込み

〒410-0801 沼津市大手町4丁目3‐9［中央公園内］
TEL 055‐952‐3222 http://n-sta.com/

応
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（税込）

雅心苑

東京さくらい

dolce

三島ブルーベリー

アンドロワ・パレ

Grandma

パティスリー ララ 恵季工房 Perle

沼津リバーサイドホテル フランドル松屋

ひと口サイズの和洋菓子を給スイーツ所にご用意♥

※少雨決行。雨天中止の場合は仲見世商店街
　でスイーツを配布します。



１. 自己都合による申込後のキャンセルはできません。また、入金後のキャンセルの場合返金は一切いたしません。
２. 突然の災害等による開催縮小・中止の場合参加料の返金は一切いたしません。中止の場合は、スイーツの詰め合わせをお配りいたします。
３. 私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、事故の責任において大会に参加します。
４. 大会開催中に発生した事故、トラブルについては、本人の責任において処理解決します。
５. 私は、大会開催中に主催者より協議続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の支持に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。
６. 私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。
７. 私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。
８. 大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。
９. 私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）は、本大会への参加を承諾します。
10. 年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしません。また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等は一切の責任を負いかねます。
11. 給スイーツ所で提供されるスイーツは、持ち帰らずその場でお楽しみください。持ち帰った後食べて食中毒等が起きても責任は負いかねます。
12. 給スイーツ所ならび、物産展でのアレルギー表示やアレルゲンの確認はしておりません。主催者及び出展社は食物アレルギーによる症状の発生について責任を負いません。
13. 万が一に備えて、健康保険証（コピー可）を持参してください。
14. 大会の映像・写真・記事・記録等が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
15. 大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
16. 上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則します。（齟齬がある場合は大会規約を優先します。）

〈参加にあたって〉
■狩野川左岸の歩道を利用したコースです。このため決してランナー優先ではありません。歩道の為、一部道幅が狭い場所、歩行する場所、階段がございます。
■本イベントは競技ではなく、豊かな景色の中を楽しみながら走る事を目的としております。このためレース志向の方やタイム重視の方には適しておりません。
■準備体操は各自実施ください。コースを完走できる体力のある方に限ります。
■Nステ会員様のみ沼津ランニング&スキルズステーション更衣室をご利用頂けます（有料）。ご利用の際は、数に限りがございます。
■傷害保険は主催者側で加入しますが、会場内及び競技中の傷害・疾病その他の事故については応急処置を行い、保険の補償の範囲をこえての一切の責任は負いません。
■荷物、貴重品等はお預かりできませんので、各自で責任を持って管理してください。盗難・紛失について主催者は一切責任を負いません。
■会場および会場周辺には無料駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。

【個人情報の取り扱いについて】参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、沼津ランニング&スキルズステーション各種イベント案内にのみ利用いたします。

沼津中央公園内の更衣室やシャワールームを備えたランニング＆
街歩き拠点の施設です。Nステ会員様は、更衣室やシャワールー
ムをご利用頂けます。（有料）

本イベントは競技ではなく、豊かな景色の中を楽しみながら走る事を目的としています。
このためレース志向の方やタイム重視の方には適しておりません。

フリガナ

住　所

性　別 男　・　女 生年月日 年　　　　月　　　　日
昭和

平成

続　柄

■以下、申込規約を確認・承認した上で申し込みます。

署　名

E-mail @

〒　　　-

名　前

電話番号

必要なご案内をメールでお送りさせて
いただくため、必ずご記入ください。

※18歳未満の出場者の場合、保護者の同意が必要です。

緊急時の
連絡先

保護者の
署名

■平　日：11：00～21：00　土日祝：9：00～18：00
■定休日：毎週火・木曜日、年末年始
■ＴＥＬ：055‐952‐3222

申込みに際して、参加者は下記の申込規約に同意の上、お申込みください。

FAXでお申し込みの方はこちらにお振込ください。 沼津信用金庫 本店（普）0958840 沼津ランニング&スキルズステーション

申 込 方 法
申込締切

参 加 料申込方法

参加資格

http://www.n-sta.com

制限時間

1,600円（税込）

1月14日㈰迄

完走できる体力のある方
※18歳未満の方、保護者サイン必要

３時間

Ｎステ会員募集〈入会金無料・特典多数あり〉　　　□入会する　　　　□入会しない

①ランネット申し込み：Nステ内、申込フォームから（12月10日～）
②店頭受付：〒410-0801 静岡県沼津市大手町4丁目3-9（中央公園内）
③FAXでの申込：沼津ランニング＆スキルズステーション
 （FAX番号 055-952-4920）までお送りください。
※FAXでの受付後、参加費はお振込となります。
※沼津信用金庫窓口のみでのお振込の場合、手数料が0円となります。
　（他銀行でのお振込は手数料がかかります。）

※定員になり次第締切
会場：中央公園　10：00～

同時
開催



＜沼津スイーツラン・スイーツフェスタ同時開催♪♪＞ 

 

 

 

 

沼津市内で働いている職人さんと一緒に、楽しくものづくりをしてみましょう！！！ 

 

 

 

 

 

体験内容・・・ミニイスづくり・マガジンラックづくり・タイルコースターづくり（当日受付も可） 

のこぎり体験（予約不要） 

   対   象・・・中学生以下 (保護者同伴可)  

           ※工具（とんかち等）の使用が可能な方 

   申   込・・・メール（syouko@city.numazu.lg.jp） 

               タイトル「ものづくり体験申込」とし、以下の内容を明記してください。 

＜１．氏名 ２．学年（年齢） ３．体験内容 ４．希望時間 ５．電話番号＞ 

参加者あてに当日案内をメールで返信します。 

※電話での申込も可 

   申込期限・・・１月１４日（日）まで 

ステージでは、職人さんからのプレゼントがもらえるじゃんけん大会も開催されます♪ 

 

お問い合わせ先／沼津市商工振興課 TEL055-934-4748 

ミニイス（３０分） ラック（３０分） コースター（１時間） のこぎり 

１０：００～ ２人 １人 
４人 だ

れ
で
も
体
験
で
き
ま
す
。 

１０：３０～ ２人 １人 

１１：００～ ２人 １人 
４人 

１１：３０～ ２人 １人 

１２：３０～ ２人 １人 
４人 

１３：００～ ２人 １人 

１３：３０～ ２人 １人 
４人 

１４：００～ ２人 １人 

ものづくり体験をしよう 

１月２１日（日） 
時間：１０時～１５時 

場所：沼津中央公園 
 

参加無料 

mailto:syouko@city.numazu.lg.jp

