
令和４年度 冬季施設料金一覧

地域 施設／電話 期間 券種 曜日 区分 施設コード 一般料金 利用料金 備考

大人(中学生～) 511-1 ¥5,000 ¥2,200

シニア(60歳~) 511-2 ¥4,500 ¥2,000

大人（中学生～） 511-3 ¥6,500 ¥3,000

シニア(60歳~) 511-4 ¥5,900 ¥2,700

大人 551-1 ¥4,800 ¥2,200

中人(中・高校生) 551-2 ¥2,500 ¥1,200

小人(小学生) 551-3 ¥1,500 ¥700

シニア(60歳～) 551-4 ¥3,800 ¥1,900

大人(高校生～) 509-1 ¥5,000 ¥2,200

シニア(60歳~)・中学生 509-2 ¥4,400 ¥1,900

大人 572-1 ¥4,900 ¥2,200

小人(小・中学生) 572-2 ¥3,400 ¥1,400

シニア(55歳~) 572-3 ¥4,100 ¥1,800

大人（中学生～59歳） 581-1 ¥4,900 ¥2,400

シニア（60歳～） 581-2 ¥4,500 ¥2,200

子供（小学生） 581-3 ¥3,500 ¥1,700

大人 515-1 ¥4,000 ¥1,700

小学生 515-2 ¥1,600 ¥800

シニア(60歳~) 515-3 ¥3,000 ¥1,200

大人・シニア(60歳～) 515-4 ¥2,000 ¥900

小学生 515-5 ¥900 ¥400

大人 570-1 ¥4,900 ¥2,300

中高生 570-2 ¥3,700 ¥1,800

小学生 570-3 ¥2,300 ¥1,100

シニア(60歳以上) 570-4 ¥4,500 ¥2,200

大人 571-1 ¥4,500 ¥2,100

中高生 571-2 ¥3,500 ¥1,700

小学生 571-3 ¥2,300 ¥1,100

シニア(60歳以上) 571-4 ¥4,000 ¥2,000

大人 571-5 ¥4,900 ¥2,300

中高生 571-6 ¥3,700 ¥1,800

小学生 571-7 ¥2,300 ¥1,100

シニア(60歳以上) 571-8 ¥4,500 ¥2,200

大人(中学生～) 569-1 ¥5,500 ¥2,000

小人(小学生) 569-2 ¥4,500 ¥1,500

大人（中学生～） 580-1 ¥3,800 ¥1,400

小人（小学生） 580-2 ¥3,000 ¥1,200

別途ICカード保証料500円

必要（返却時、返金）

定休日：2/23をのぞく

1/10～3/16の火曜・水

曜・木曜

シニア・中高生は年齢確認

書類の提示が必要
12/24～1/３

栃

木

県

ハンターマウンテン

塩原

0287-32-4580

12/1～3/31 1日券 全日 年末年始（12/26～1/5）

福

島

県

星野リゾート

アルツ磐梯

0242-74-5000

12/23～3/26 1日券 全日

別途ICカード保証料500円

必要（返却時、返金）

シニア・中高生は年齢確認

書類の提示が必要

星野リゾート

猫魔スキー場

0241-32-3001

12/1～12/23

1/4～3/31

マウントジーンズ那須

0287-77-2300
12/17～3/19 1日券 全日

1日券 全日

12/12～3/28

1日券

全日

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ

往復券

1日券 全日

ナイター営業日

今シーズンナイター営業は

ございません

パノラマスキー場は3月21

日（祝・火）まで営業

宮

城

県

スプリングバレー

仙台泉スキー場

022-379-3755

12/16~3/12 8時間券 全日

秋

田

県

阿仁スキー場

0186-82-3311

全日

中高生は学生証・生徒手帳

提示

シニアは年齢証明書提示

別途ICカード保証金500円

必要（利用後返金あり）

岩

手

県

雫石

019-693-1111
12/24～3/26 1日券 全日

12/29～1/3は

追加料金（¥200）

追加料金は利用者負担。

八幡平リゾート

パノラマスキー場

＆下倉スキー場

0195-78-4111

12/24～3/26

北

海

道

富良野

0167-22-1111

12/1～12/2

3/22～3/31

1日券 全日

※ご購入時にキーカードの

保証金500円を別途お預か

りいたします。

なお返却の際にお返しいた

します。
12/3～3/21

札幌国際スキー場

011-598-4511
12/1～3/31 1日券



地域 施設／電話 期間 券種 曜日 区分 施設コード 一般料金 利用料金 備考

大人(中学生～) 505-1 ¥5,000 ¥2,200

シニア(55歳~) 505-2 ¥4,500 ¥2,000

大人 553-1 ¥5,000 ¥2,200

中人(中・高校生) 553-2 ¥4,000 ¥1,700

小人(小学生) 553-3 ¥3,000 ¥1,200

シニア(55歳以上) 553-4 ¥4,500 ¥2,000

Sシニア（70歳以上） 553-5 4,000 1,700

大人 553-6 ¥5,500 ¥2,500

中人(中・高校生) 553-7 ¥4,500 ¥2,000

小人(小学生) 553-8 ¥3,500 ¥1,500

シニア(55歳以上) 553-9 ¥5,000 ¥2,200

Sシニア（70歳以上） 553-10 ¥4,500 ¥2,000

大人 514-1 ¥6,000 ¥2,500

中高生 514-2 ¥5,000 ¥2,000

シニア（55歳～） 514-3 ¥5,500 ¥2,200

大人 503-1 ¥6,000 ¥2,500

中高生 503-2 ¥5,000 ¥2,000

シニア（55歳～） 503-3 ¥5,500 ¥2,200

大人 504-1 ¥4,600 ¥1,800

シニア(55歳~)・中高生 504-2 ¥4,000 ¥1,500

大人 508-1 ¥5,300 ¥2,100

シニア(55歳~)・中高生 508-2 ¥4,700 ¥2,000

大人(中学生～) 555-1 ¥6,000 ¥2,600

ジュニア(小学生) 555-2 ¥3,600 ¥1,500

シニア(60歳～) 555-3 ¥5,200 ¥2,300

大人(19歳～54歳) 556-1 ¥5,500 ¥2,000

中高生(13歳~18歳) 556-2 ¥5,000 ¥1,800

小学生(6歳～12歳) 556-3 ¥3,000 ¥1,100

シニア(55歳以上) 556-4 ¥5,000 ¥1,800

大人(中学生～) 557-1 ¥4,500 ¥2,000

ジュニア(小学生) 557-2 ¥2,500 ¥1,200

マスター(55歳以上) 557-3 ¥3,300 ¥1,600

大人(中学生～) 558-1 ¥4,500 ¥2,000

ジュニア(3歳～小学生) 558-2 ¥2,500 ¥1,200

マスター(55歳以上) 558-3 ¥3,300 ¥1,600

大人(中学生～) 568-1 ¥5,200 ¥1,900

小人(小学生) 568-2 ¥3,500 ¥1,200

大人 573-1 ¥4,200 ¥2,100

シニア（60歳～) 573-2 ¥3,100 ¥1,500

小・中学生 573-3 ¥2,600 ¥1,300

大人（高校生～） 574-1 ¥4,500 ¥2,200

小人（小・中学生） 574-2 ¥2,500 ¥1,200

シニア（60歳～） 574-3 ¥3,500 ¥1,700

神立スノーリゾート

025-788-0111
12/17～3/31 1日券 全日

富

山

県

立山山麓スキー場

076-482-1311
12/10～2/28 1日券 全日

イオックスアローザ

スキー場

0763-55-1326

12/24

～3/12
1日券 全日

新

潟

県

苗場

025-789-4117

1dayパスは、

リフト・ゴンドラ共通

保護者同伴で、未就学児無

料

岩原スキー場

025-787-3211
12/17～3/26

ロング

1日券
全日

利用日のリフト営業時間中

有効。（ナイター営業日は

ナイター終了まで可）

上越国際スキー場

025-782-1028
12/17～3/21

ロング

1日券
全日

利用日のリフト営業時間中

有効。（ナイター営業日は

ナイター終了まで可）

舞子スノーリゾート

025-783-4100
12/16～3/31 1dayパス 全日

石打丸山スキー場

025-783-2222
12/24～3/26

1日券

(8.5時間券）
全日

１日券は、石打丸山場内１日券とな

ります。

最初のゲート通過から8.5時間利用

可能（ナイター含む）

妙高杉ノ原

0255-86-6211
12/24～3/26 1日券 全日

12/30～1/3は

追加料金（¥200）

追加料金は利用者負担。

12/30～1/3は

追加料金（¥200）

追加料金は利用者負担。

ホワイトワールド

尾瀬岩鞍

0278-58-7777

・シニアの方は必ず年齢確

認書類の提示が必要

・ICカードの保証料500円

が必要（返却時返金）

ドラゴンドラは乗車できませ

ん。

※追加料金にてＭｔ.Ｎａｅｂ

ａ（苗場・かぐら共通）

１日券にグレードアップ

することができます。

追加料金は利用者負担。

六日町八海山

025-775-3311
12/24～3/26 1日券 全日

12/17～3/31

苗場

エリア

1日券

全日

ドラゴンドラは乗車できませ

ん。

※追加料金にてＭｔ.Ｎａｅｂ

ａ（苗場・かぐら共通）

１日券にグレードアップ

することができます。

追加料金は利用者負担。

かぐら

025-788-9221
12/1～3/31

かぐら

スキー場

1日券

全日

群

馬

県

万座温泉

0279-97-3117
12/24～3/26 1日券 全日

12/17～冬季営業

終了日
1日券

平日

土・日・

祝日お正

月期間

（12/30

～1/3）



地域 施設／電話 期間 券種 曜日 区分 施設コード 一般料金 利用料金 備考

大人（中学生～） 577-1 ¥5,300 ¥2,400

子供（小学生） 577-2 ¥3,400 ¥1,500

大人 506-1 ¥6,000 ¥2,700

シニア(55歳~)・中高生 506-2 ¥5,500 ¥2,500

大人 506-3 ¥7,500 ¥4,000

シニア(55歳~)・中高生 506-4 ¥7,000 ¥3,500

大人 513-1 ¥5,200 ¥2,300

シニア（60歳～)・中高生 513-2 ¥4,600 ¥2,000

大人 513-3 ¥6,000 ¥2,700

シニア（60歳～)・中高生 513-4 ¥5,200 ¥2,300

大人(59歳以下) 559-1 ¥6,500 ¥3,200

中人(中・高校生) 559-2 ¥5,600 ¥2,800

小人(小学生以下) 559-3 ¥3,200 ¥1,600

シニア(60歳～) 559-4 ¥5,600 ¥2,800

鷲ヶ岳スキー場

0575-72-5105
12/24～3/21

リフト1日

券+フ

リーチ

ケット

1,000円

全日 大人 562-1 ¥5,900 ¥2,400

12/29～1/3は土休日料金

「2F・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝにて引換」

利用時間8：00～16：30

※1/4～3/19利用時間8：

00～17：45

リフト1日券購入時、保証

金500円必要（カード返却

時返金）

平日 大人(中学生～) 563-1 ¥5,400 ¥1,900

全日 小人(4歳～小学生以下) 563-2 ¥2,400 ¥1,200

共通リフ

ト1日券

+

食事券

1,000円分

土日祝 大人(中学生～) 563-3 ¥6,400 ¥2,700

平日 大人(中学生～) 564-1 ¥5,400 ¥1,900

全日 小人(4歳～小学生以下) 564-2 ¥2,400 ¥1,200

共通リフ

ト1日券

+

食事券

1,000円分

土日祝 大人(中学生～) 564-3 ¥6,400 ¥2,700

大人(中学生～) 561-1 ¥3,900 ¥1,600

小人(3歳～小学生以下)・シニア(60歳～) 561-2 ¥2,900 ¥1,100

大人(中学生～) 561-3 ¥4,500 ¥1,800

小人(3歳～小学生以下)・シニア(60歳～) 561-4 ¥3,500 ¥1,300

大人(中学生～) 561-5 ¥2,650 ¥1,100

小人(3歳～小学生以下)・シニア(60歳～) 561-6 ¥2,150 ¥800

大人(中学生～) 565-1 ¥5,000 ¥3,000

小人(4歳~小学生以下) 565-2 ¥3,000 ¥1,000

シニア（60歳～） 565-3 ¥4,200 ¥2,200

大人(中学生～) 567-1 ¥5,000 ¥3,000

小人(4歳~小学生以下) 567-2 ¥3,000 ¥1,000

シニア（60歳～） 567-3 ¥4,200 ¥2,200

1日券 全日

ハチ・ハチ北

 共通1日券

購入時にICリフト券保証金

500が別途必要です

保証金はICリフト券返却時

に返金致します

12/25～1/3は土休日料金

駐車場料金平日無料

土休日1,200円（乗用車）

1,600円（マイクロバス・

大型中型小型バス）

兵

庫

県

ハチ高原

079-667-8036
12/24～3/21 1日券 全日

ハチ・ハチ北

 共通1日券

購入時にICリフト券保証金

500が別途必要です

保証金はICリフト券返却時

に返金致します

ハチ北高原

0796-96-0201
12/10～3/31

12/29～1/3は土休日料金

土休日は食事券1,000円分付

ﾘﾌﾄ券は、高鷲ｽﾉｰﾊﾟｰｸ・

ﾀﾞｲﾅﾗﾝﾄﾞの共通券です

※別途ICカード保証金500

円が必要

引換場所：高鷲スノーパー

ク「リフト券売所」

ダイナランド

0575-72-6636

共通

リフト

1日券

12/29～1/3は土休日料金

土休日は食事券1,000円分

付

ﾘﾌﾄ券は、高鷲ｽﾉｰﾊﾟｰｸ・

ﾀﾞｲﾅﾗﾝﾄﾞの共通券です

※別途ICカード保証金500

円が必要

引換場所：ダイナランド

「リフト券売所」

12/24～3/19

静

岡

県

スノーパーク

イエティ

055-998-0636

12/1～3/31 1日券

岐

阜

県

平日

土休日

ナイター

12/24～3/19
高鷲スノーパーク

0575-72-7000

共通

リフト

1日券

長

野

県

軽井沢プリンスホテル

0267-42-5588

12/1～12/23

3/6～3/31

1日券 全日

※ご購入時にキーカードの

保証金500円を別途お預か

りいたします。なお返却の

際にお返しいたします。12/24～3/5

志賀高原焼額山

0269-34-3117

12/3～12/20
焼額山

エリア

1日券

全日

12/21～3/31

志賀高原（全エリア）

0269-34-2588
12/21～3/31 1日券 全日

1日券は

全山共通リフト1日券

中高生は学生証提示、シニ

アは年齢証明書提示

有料の同伴者1名につき未

就学児1名無料

福

井

県

スキージャム勝山

0779-87-6109
12/17～3/21 1日券 全日



地域 施設／電話 期間 券種 曜日 区分 施設コード 一般料金 利用料金 備考

平日 大人(中学生～) 566-1 ¥4,300 ¥2,100

休日 大人（中学生～） 566-2 ¥5,000 ¥2,500

全日 小人（小学生） 566-3 ¥3,500 ¥1,700

大人 578-1 ¥5,000 ¥2,500

子供（4歳～高校生） 578-2 ¥2,000 ¥1,000

シニア（60歳～） 578-3 ¥4,000 ¥2,000

大人 578-4 ¥5,500 ¥2,700

子供（4歳～高校生） 578-5 ¥2,000 ¥1,000

シニア（60歳～) 578-6 ¥4,500 ¥2,200

大人（中学生以上） 579-1 ¥5,000 ¥2,500

小人（小学生） 579-2 ¥3,000 ¥1,500

幼児（小学生未満） 579-3 ¥2,000 ¥1,000

シニア（60歳～） 579-4 ¥4,500 ¥2,200

大人（中学生以上） 579-5 ¥5,500 ¥2,700

小人（小学生） 579-6 ¥3,500 ¥1,700

幼児（小学生未満） 579-7 ¥2,000 ¥1,000

シニア（60歳～） 579-8 ¥5,000 ¥2,500

大

分

県

九重森林公園スキー場

0973-79-2200
12/12～3/31 1日券

平日

年末年始は12月30日より1

月3日まで。

年末年始・

土日祝日

広

島

県

恐羅漢スノーパーク

0826-28-7007

12月下旬～3月中

旬
1日券

リフト券購入時にはICチッ

プリフト券の預かり金が

500円必要です。これは、

お帰りの際にこのリフト券

を返却いただくと500円返

金致します。

期間につきましては、HP

で確認して下さい。

全日

土日祝日

鳥

取

県

だいせん

ホワイトリゾート

0859-52-2315

12/24～3/21 1日券

12/29～1/3は土休日料金

※リフト1日券購入時

預かり金500円必要

（カード返却時返金）


