【2018-19 北海道スキーシーズンネット】 スキー場別一覧表
平成30年9月28日

スキー場

札幌国際スキー場
1

札幌市南区定山渓937番地先
TEL：011-598-4511

特典対象シーズン券

会員特典（ご本人様）
対象券種 通常⇒割引料金

付帯割引・その他の特典など

●平日シーズン券

備

考

取扱期間：12/1～3/31

●全日シーズン券 （全日/小学生/中高校生
/大学・専門学校/シニア/グランドシニア）
同伴者割引(通常期間) １日券 4,200円
各スキー場シーズン券持参者の同伴者３名まで
同時購入にて割引
販売期間：12月1日～3月31日

【１ 日 券】
大 人 4,500円 ⇒3,900円

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
※ご本人様確認がございます。
※リフト券の購入時に、保証金お一人様500円が別途かかります。
※保証金は、チケット売り場または自動精算機にて返金されます。

www.sapporo-kokusai.jp
【1日券】12/8～4/7
大人・シニア・ユース5,900円→3,500
円

キロロスノーワールド
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余市郡赤井川村字常盤128－1

取扱期間：11/23～5/6予定

【同伴者割引】

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

●シーズン券 (アダルト、シニア、ユース、チャイルド）

チャイルド3,100円→2,000円

左記料金表に、それぞれ300円プラス

※ご本人様確認がございます。

●春シーズン券 (アダルト、シニア、ユース、チャイルド）

【1日券】11/23～12/7、4/8～5/6
大人・シニア・ユース4,000円→3,000
円

1日1回限り、ご本人と同時購入のみ割引致します。

※ICカード保証金500円別途必要です。（返却時返金）

同伴者割引は、5名様迄有効。

※降雪・融雪状況で期間は変わります。

TEL：0135-34-7118

チャイルド2,500円→2,000円

特典等なし

朝里川温泉スキー場
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小樽市朝里川温泉1丁目
TEL：0134-54-0101

●シーズン券
（大人/シニア/子供）

http://asari-ski.com

取扱期間：12/8～3/31

【１ 日 券】

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

大 人 3,000円⇒2,500円

※ご本人様確認がございます。

シニア 2,400円⇒2,000円

※イベント、大会、行事等適応にならない場合がございます。

子 供 2,000円⇒1,７00円

※シニア料金は６０歳以上です。

取扱期間：スキー場オープン～3/31

札幌藻岩山スキー場
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札幌市南区藻岩下1991
TEL 011-581-0914(シーズン中)
http://www.rinyu.co.jp

●シーズン券
（大人/中高生/小学生）

【７時間券】
大 人 3,400円 ⇒2,200円

同伴者割引（シーズン中）
7時間券団体割引、3名迄、同時購入に限る。

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
※ご本人様確認がございます。

●ナイターシーズン券
（大人/中高生/小学生）
取扱期間：12/8～3/24

小樽天狗山スキー場
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小樽市最上2丁目16番地15号
TEL：0134-33-7381

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
●天狗山シーズン券

【1 日 券】
大 人 3,900円 ⇒2,600円

【シーズン中】 ソフトドリンク割引10％OFF
※展望レストランてんぐにて利用可能。

【1 日 券】
大 人 3,000円 ⇒2,000円
小 人 2,400円 ⇒2,000円

同伴者割引（シーズン中）
1日券 2,000円、3名迄、同時購入に限る。

※ご本人様確認がございます。

www.ckk.chuo-bus.co.jp/tenguyama/

Fu's snow area
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●全日シーズン券
（大人/小人/高校生）

札幌市藤野野外スポーツ交流施設
TEL：011-591-8111

●ナイターシーズン券（大人/小人）

http://www.shsf.jp/fujino-yagai/

●レイトナイターシーズン券（大人/小人）

●レイトシーズン券（大人/高校生/小人）

取扱期間：スキー場オープン～3/31
コアハウス１Ｆ事務所窓口でシーズン券を
ご呈示ください。
※ご本人様確認がございます。

取扱期間：11/23～3/31

SNOW CRUISE ＯＮＺＥ
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小樽市春香町357番地
TEL：0134-62-2228

●全日シーズン券
(大人、シニア、中・高生、小人)

同伴割引（シーズン中）
【1 日 券】
大 人 3.500円 ⇒2.100円
3名迄、同時購入に限る。
シニア・中・高生 2.800円 ⇒1.700円
小 人 2.500円 ⇒1.500円

特典等なし

ダイナスティースキーリゾート
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北広島市仁別82-4
TEL:011-376-2611

●シーズン券
（大人/小人/シニア共通）

ニセコグラン・ヒラフ/ニセコHANAZONOリゾート
虻田郡倶知安町字山田204
TEL：0136-22-0109

※ご本人様確認がございます。

取扱期間：1/1～2/28
センターハウスリフト券売り場にて

【1 日 券】
大 人 2,200円 ⇒1,700円
小 人 1,700円 ⇒1,200円

シーズン券をご呈示ください。
※ご本人様確認がございます。

http://www.dynasty-resort.jp/
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チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

※他の優待券との併用不可。
●シーズン券
（大人/小学/中学/高校/大学/シニア）
●ナイターシーズン券

同伴者割引 【3月限定】 ８時間券 3,300円
【８時間券】 ※
大 人 5,400円 ⇒3,000円

各スキー場シーズン券持参者の同伴者３名まで
同時購入にて割引
販売期間：3月1日～3月31日

※いずれのシーズン券も写真付ＩＣカード使用

ニセコエリア ４社 共通

www.grand-hirafu.jp
取扱期間：12/1～5/6

ニセコアンヌプリ国際スキー場
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虻田郡ニセコ町字ニセコ485番地

●シーズン券(顔写真入りのみ対象）

【８時間券】 ※
大 人 4,900円 ⇒2,900円

TEL：0136-58-2080

いこいの湯宿いろは温泉入浴割引（シーズン中）
大人：800円 ⇒600円
※貸切等による時間限定及び利用不可の日があります。
※割引はシーズン中利用可能です。

htpp://.annupuri.info

※ご本人様確認がございます。

ニセコビレッジスキーリゾート
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虻田郡ニセコ町東山温泉
TEL：0136-44-2211

●シーズン券

【８時間券】 ※
大 人 2,700円
（8時間券の窓口販売はありません）
（1日券 5,900円）

同伴者割引 （シーズン中）同時購入に限る(３名まで）
８時間券 大 人 3,000円

www.niseko-village.com/ja

虻田郡倶知安町字山田204
TEL：0136-22-0109

※ご利用の場合、左記の料金にリフト券カード
保証金1,000円を加算してお支払いください。

※保証金は、リフト券返却機にて返金されます。

ニセコ・オールマウンテン
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各チケット売場でシーズン券をご提示ください。

●シーズン券
（大人/小学/中学/シニア）

【８時間券】 ※
大 人 3,600円
（8時間券の窓口販売はありません）
（1日券 7,400円）

www.niseko.ne.jp
取扱期間：12/1～4/7

ニセコモイワスキー場
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●シーズン券 （大人/中学/小学生/シニア）

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
【1日券】
大 人 ４,5００円 ⇒２,7００円

虻田郡ニセコ町字ニセコ448
TEL：0136-59-2511

＊ご本人確認がございます。
＊ICカード保証金500円別途必要です。（返却時返金）

取扱期間：12/22～3/21

室蘭市だんパラスキー場
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室蘭市香川町224番地1
TEL：0143－43－5600

夕張リゾート マウントレースイスキー場
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夕張市末広2-4
TEL：0123-52-5151

●終日シーズン券
（一般/高校生/中学生以下）

【４時間券】
大 人 1,600円 ⇒1,000円

チケット売場でシーズン券をご提示ください。
※ご本人様確認がございます。

【ナイター券】（16～21時）
大 人 1,300円 ⇒1,000円

●全日シーズン券
(大人、小人、中高生、シニア共通)

12/8～12/14・3/18～4/7までの
初滑り、春スキー期間は
【1日券】
大 人 4,000円 ⇒2,800円
中高生・シニア3,000円⇒2,100円
小学生2,000円⇒1,400円

【１ 日 券】
大 人 5,000円 ⇒3,500円
中高生・シニア4,000円⇒2,800円
小学生3,000円⇒2,100円

取扱期間： 12/8 ～ 4/7
チケット売場でシーズン券をご提示ください。
※ご本人様確認がございます。

取扱期間：12/1～3/31

カムイスキーリンクス
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旭川市神居町西丘112
TEL：0166-72-2311

●シーズン券
（大人/シニア/小学生）

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

【１ 日 券】
大 人 3,100円 ⇒2,700円
シニア 2,400円 ⇒2,100円
小学生 1,500円 ⇒1,300円

※ご本人様確認がございます。

【シーズン全期】

※ご利用の場合、左記の料金にリフト券カード保証金５００円を加算して
お支払いください。なお、リフト券カード返却後、保証金はお返ししま
す。
取扱期間：12/中旬～3/下旬

・シーズンネット会員の方１名に付「ピパの湯ゆ～りん館」
の入浴券を１枚プレゼント（当日限り有効）。

※ご本人様確認がございます。

http://www.kamui-skilinks.com

美唄国設スキー場
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美唄市東美唄町番町
TEL：0126－68－8216

●シーズン券
（大人/小学/中学/高校/大学/
ﾚﾃﾞｨｰｽ/ｼﾆｱ）

http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2007/12/1889/

星野リゾート トマムスキー場
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【1 日 券】
大 人 2,500円 ⇒2,000円
子 供 1,500円 ⇒1,200円
４時間券
大人 2,000円⇒1,600円
小人 1,200円⇒1,000円

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

・同伴者4名まで団体割引を適用。
・小人は小学生以下とする。（未就学児はリフト券無料）

●各種シーズン券 （レギュラー/ファミリー/雪マジ20/雪マジ21）

取扱期間：12/1～4/1

●シーズン券（占冠小中高生）

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
【1 日 券】
大 人 5,500円 ⇒3,600円
小学生3,900円 ⇒2,600円

勇払郡占冠村中トマム
TEL：0167-58-1111

※ご本人様確認がございます。
※リフト券は、ご本人のみ割引になります。

http://www.snowtomamu.jp/
取扱期間：11/24～5/6

●シーズン券（大人/中学/高校/シニア）

富良野スキー場
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北海道富良野市中御料
TEL：0167－22－1111

●シーズン券（ナイター・北の峰ﾅｲﾀｰ）
●シーズン券（法人）

【11/24～5/6】
【１ 日 券】
大 人 5,700円 ⇒3,400円

小学生無料。
チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
※ご本人様確認がございます。

※富良野スキー場以外で特典を受けられます。

http://www.princehotels.co.jp/ski/furano/
取扱期間：12/22～3/10

日高国際スキー場
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日高町富岡441-1
TEL：01457－6－3667

●シーズン券 （大人/小学生/シニア）
●ナイター共通シーズン券
（大人/小学生/シニア）

【１ 日 券】
大 人 3,000円 ⇒2,000円
小 人 1,800円 ⇒ 700円

●シーズン券

21

同伴者割引（シーズン全期）
１日券 大 人 3,000円 ⇒2,400円
小 人 1,800円 ⇒1,400円

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
※ご本人様確認がございます。

未就学児はリフト料金無料(保護者同伴）
取扱期間：11/下旬～3/下旬

【１日券】

名寄ピヤシリスキー場

（大人/中人/小人/レディース/シニア）

大人 ２，６５０円⇒２，０５０円

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

名寄市字日進
TEL：01654-2-2131

●冬休みシーズン券

中人 ２，１５０円⇒１，６５０円

＊ご本人確認がございます。

（大人/中人/小人/レディース/シニア）

小人・シニア
１，６５０円⇒１，２５０円

ぴっぷスキー場
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●シーズン券 （大人/小学生）

比布町北7線17号
TEL：0166-85-3056

12回券・1日券・3時間券
5時間券・ナイター券
上記チケット２００円引き

●シーズン券（大人.子供.シニア）

キャンモアスキーヴィレッジ
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東川町西5号北44番地
TEL：0166-82-5001

取扱期間：営業開始～3/24
チケット売場でシーズン券をご呈示ください。
※ご本人様確認がございます。

【シーズン期間】
【1日券】
大人2500円⇒1800円
子供2000円⇒1400円

キトウシ高原ホテル日帰り入浴
600円⇒400円

取扱期間
12月中旬～3/21
チケット売り場にてシーズン券の御提示をお願い致します。
※ご本人確認がございます。

【注 意 事 項】 ご利用は、発行元のスキー場が承認した会員券のみ有効です。 ＊スキー場名、ナンバー、会員氏名、顔写真の記載なき会員券は無効です。
①会員は北海道スキーシーズンネットに参加する全てのスキー場でリフト券を割引料金にて購入できます。 ※料金、割引対象となるリフト券の種類、及び取扱期間は施設により異なりますので詳細はご確認下さい。
②チケット購入にあたっては売場にて会員券をご提示ください。提示なき場合、割引料金での購入はできません。（ご本人様のご確認をさせていただきます。）
③スキー場が定める、特別営業日（営業時間）については、割引対象外となる場合がございます。 各スキー場へお問い合わせください。 各スキー場のルール、マナーを守ってお楽しみください。
④会員券を使ってのリフト券ご購入は同じスキー場では、お１人様１日１枚とし、重複購入、第三者へ転売及び貸与することはできません。
⑤発行元施設の営業期間が終了しても他施設での利用は可能です。

＊詳細につきましては各スキー場にお問い合わせ下さい。

＊発覚した場合は以降全ての特典を無効とさせていただきます。

