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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 備　　考

●全日シーズン券 （全日/小学生/中高校生 取扱期間:12/1～3/31

　 /大学・専門学校/シニア/グランドシニア） チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

札幌市南区定山渓937番地先 ●平日シーズン券 ※ご本人様確認がございます。

TEL:011-598-4511 ※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。

https://www.sapporo-kokusai.jp ※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。

【1日券】12/11～3/31 特典等なし 取扱期間:11/28～5/5予定

大人 5,900円→4,100円 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） シニア・ユース5,200円→4,100円

余市郡赤井川村字常盤128－1 ●春シーズン券　(アダルト、シニア、ユース、チャイルド） チャイルド3,100円→2,100円 ※ご本人様確認がございます。

TEL:0135-34-7111 ●プレミアムシーズン券（アダルト、シニア、ユース、チャイルド） 【1日券】11/28～12/10、　4/1～5/5 ※ICカード保証金500円別途必要です。（返却時返金）

●Japan Powder Pass（アダルト、ユース、チャイルド） 大人 4,000円→3,100円 ※降雪・融雪状況で期間は変わります。

https://www.kiroro.co.jp シニア・ユース3,700円→3,100円

チャイルド2,500円→2,100円

【１ 日 券】 特典等なし 取扱期間:12/5～4/4

●シーズン券 大  人　3,800円⇒3,400円 チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

小樽市朝里川温泉1丁目 　 （大人/シニア/中高生/小学生） 中高生　2,700円⇒2,500円 ※ご本人様確認がございます。

TEL:0134-54-0101 小学生　2,200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。

http://asari-ski.com シニア　2,800円⇒2,600円 ※シニア料金は６０歳以上です。(年齢証明必要）

●シーズン券 同伴者割引（シーズン中） 取扱期間:スキー場オープン～3/28   ※3/22～25 一時休業

　（大人/中高生/小学生） 　　3名迄、同時購入に限る。（団体7時間券適用） チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

札幌市南区藻岩下1991 ●ナイターシーズン券 　　　　大  人3,500円 ※ご本人様確認がございます。

TEL　011-581-0914(シーズン中) 　（大人/中高生/小学生） 　　　　こ ど も2,500円 ※積雪状況により営業期間の変動あり

http://www.rinyu.co.jp

取扱期間:スキー場オープン～3/21

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

小樽市最上2丁目16番地15号 ●シーズン券 ※ご本人様確認がございます。

TEL:0134-33-7381

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

・取扱期間:スキー場オープン～3/31

●全日シーズン券    （大人/高校生/小中学生） ・同伴者割引（シーズン中） ・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。

札幌市藤野野外スポーツ交流施設 ●ナイターシーズン券 （大人/高校生/小中学生） ・各スキー場シーズン券持参者の同伴者３名まで ※ご本人様確認がございます。

TEL:011-591-8111 ●レイトシーズン券    （大人/高校生/小中学生） ・大人1日券 　　　　2,500円      同時購入にて割引

http://www.fujino-yagai-sports.jp ・小中学生1日券　 2,000円      同時購入にて割引

【1日券】 同伴割引（シーズン中） 取扱期間:11/20～3/28

●全日シーズン券 大人2,600円   3名迄、同時購入に限る。【1日券】 チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

小樽市春香町357番地 　(大人、シニア、中・高生、小人) シニア・中・高生 2,100円 大人2,600円 ※ご本人様確認がございます。

TEL:0134-62-2228 小人1,600円 シニア・中・高生 2,100円

http://onze.jp/ 小人1,600円

特典等なし 取扱期間:1/1～2/28

●シーズン券 センターハウスリフト券売り場にて

北広島市仁別82-4 　 （大人/小人/シニア共通） シーズン券をご呈示ください。

TEL:011-376-2611 ※ご本人様確認がございます。

http://www.dynasty-resort.jp/ ※他の優待券との併用不可。

●シーズン券

　（大人/小学/中学/高校/シニア/優待）

虻田郡倶知安町字山田204 ●ナイターシーズン券

TEL:0136-22-0109 ※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:12/1～5/5

虻田郡ニセコ町字ニセコ485番地 ●シーズン券 各チケット売場でシーズン券をご提示ください。

TEL:0136-58-2080

https://annupuri.info ※ご本人様確認がございます。

虻田郡ニセコ町東山温泉 ●シーズン券

TEL:0136-44-2211

www.niseko-village.com/ja

特典等なし

虻田郡倶知安町字山田204 ●シーズン券

TEL:0136-22-0109 　 （大人/小学/中学/シニア）

www.niseko.ne.jp

取扱期間:12/5～4/4

●シーズン券　 同伴者割引【３月以降】１日券　3,000円 チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

虻田郡ニセコ町字ニセコ448 （大人/大学/高校/中学/小学/シニア） ＊ご本人確認がございます。

TEL:0136-59-2511 ＊ICカード保証金500円別途必要です。（返却時返金）

http://niseko-moiwa.jp/

取扱期間:スキー場オープン～3/21

●終日シーズン券 チケット売場でシーズン券をご提示ください。

室蘭市香川町224番地1 　（一般/高校生/中学生以下） 特典等なし ※ご本人様確認がございます。

TEL:0143－43－5600

http://www.muroran-resort.sakura.ne.jp/

取扱期間:スキー場オープン～3/21

チケット売場にてシーズン券をご呈示ください。

今金町字美利河205-1 ※ご本人様確認がございます。

TEL:0137-83-7111 ※3月の営業は土日と19日のみの営業となります。

http://www.kurplazapirika.net/ ※ピリカ温泉受付はホテルフロントにて、シーズン券をご呈示ください。

【1日券】 取扱期間:12/19～3/21(予定)

大人(19歳以上) 特典等無し チケット売場にてシーズン券をご呈示ください。

登別市カルルス町２７ ●シーズン券 3,000円⇒2,500円 ※ご本人様確認がございます。

TEL:0143-84-2872 小人(4歳以上～１８歳以下) ＊ICカード保証金500円別途必要です。（返却時返金）

http://sanlaiva.com/ 1,200円⇒1,000円

取扱期間:　12/5　～ 4/4

●全日シーズン券 チケット売場でシーズン券をご提示ください。

夕張市末広2-4 　(大人、小人、中高生、シニア共通) ※ご本人様確認がございます。

TEL:0123-52-5151

http://www.mountracey-resort.com/

取扱期間:12/1～3/31

チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

旭川市神居町西丘112 ●シーズン券　 ※ご本人様確認がございます。

TEL:0166-72-2311 　 （大人/シニア/小学生） ※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

http://www.kamui-skilinks.com 　　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。

【シーズン全期】 取扱期間:12/中旬～3/下旬

●シーズン券 ・同伴者4名まで団体割引を適用。 チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

美唄市東美唄町番町 　 （大人/小学/中学/高校/大学/ ・小人は小学生以下とする。（未就学児はリフト券無料） ※ご本人様確認がございます。

TEL:0126－68－8216  　　ﾚﾃﾞｨｰｽ/ｼﾆｱ）

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

●レギュラーシーズン券 （大人、中高生、小学生、シニア） 取扱期間:12/21～4/4

●ファミリーシーズン券（大人、小学生） チケットインフォメーションでシーズン券をご呈示ください。

勇払郡占冠村中トマム ●雪マジ!20シーズン券（大人） ※ご本人様確認がございます。

TEL:0167-58-1111 ●雪マジ!21シーズン券（大人） ※リフト券は、ご本人のみ割引になります。

※未就学児無料。ご利用の方はチケットインフォメーションでお申し出ください。

●シーズン券（大人/中学/高校/シニア/小学生/未就学児） 特典等なし 取扱期間:11/21～5/5

●シーズン券（ナイター・北の峰ﾅｲﾀｰ） 小学生無料。ご利用の方はチケット売場でお申し出ください。

北海道富良野市中御料 ※上記は当スキー場以外で特典を受けられます。 チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

TEL:0167－22－1111 ※ご本人様確認がございます。

http://www.princehotels.co.jp/ski/furano/ ※ICカード保証金500円別途必要です。（返却時返金）

取扱期間:12/26～3/14

●シーズン券　（大人/小学生/シニア） 同伴者割引（シーズン全期） チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

日高町富岡441-1 ●ナイター共通シーズン券 　１日券　大 人3,200円 ⇒2,600円 ※ご本人様確認がございます。

TEL:01457－6－3667 　（大人/小学生/シニア） 　　　　　　 小 人 2,000円 ⇒1,600円 未就学児はリフト料金無料(保護者同伴）

http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/site/ski/ 　　　　　

●シーズン券 【１日券】 取扱期間:11/下旬～3/下旬

（大人/シニア） 大人　３，０００円⇒２，４００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 ＊ご本人確認がございます。

TEL:01654-2-2131 中学生以下は無料

http://www.nayoro.co.jp/piyashiri/youkosopiyashiri.html

12回券・1日券 取扱期間:営業開始～3/21

●シーズン券　（大人/小学生） 4時間券・ナイター券 チケット売場でシーズン券をご呈示ください。

比布町北7線17号 上記チケット２００円引き ※ご本人様確認がございます。

TEL:0166-85-3056

http://www.town.pippu.hokkaido.jp/ski/top.html

東川町西5号北44番地

TEL:0166-82-5001

https://www.canmore-ski.jp/

【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。　　＊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。
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。

12

ニセコ・オールマウンテン

16

カルルス温泉サンライバスキー場

13

ニセコモイワスキー場

15

今金町ピリカスキー場

11

ニセコビレッジスキーリゾート    【８時間券】　※
大 人　3,400円(販売期間12/1～4/4）
（一般8時間券の窓口販売はありません）

（1日券　6,200円）

10

ニセコアンヌプリ国際スキー場
   【８時間券】　※

大 人　5,100円 ⇒3,400円

8

ダイナスティースキーリゾート
【1 日 券】

大 人　2,400円 ⇒1,900円
小 人　1,900円 ⇒1,400円

9

ニセコグラン・ヒラフ/ニセコHANAZONOリゾート

特典等なし

6

取扱期間
12月中旬（オープン）～3/中旬（クローズまで）
チケット売場にてシーズン券をご呈示ください。
※ご本人確認がございます。

14

室蘭市だんパラスキー場 【４時間券】
大 人　1,600円 ⇒1,100円

 
【ナイター券】（17～22時）
大 人　1,300円 ⇒1,100円

17

●シーズン券（大人/小人・シニア）

12/5～12/18・3/15～4/4までの
初滑り、春スキー期間は

【1日券】
大 人 4,200円 ⇒3,000円

中高生・シニア3,400円⇒2,400円
小学生2,600円⇒1,900円

21

富良野スキー場
【１ 日 券】

大 人 6,000円 ⇒3,600円
対象:当スキー場以外のシーズン券

22

日高国際スキー場
【１ 日 券】

大 人　3,200円 ⇒2,200円
小 人2,000円 ⇒　1,000円

23

朝里川温泉スキー場

4

【1 日 券】
大 人　4,000円 ⇒2,800円

【1 日 券】
大 人　　　 3,000円 ⇒2,500円
小中学生　 2,400円 ⇒2,000円

7

SNOW CRUISE　ＯＮＺＥ

札幌藻岩山スキー場
【７時間券】

大   人　3,800円 ⇒2,600円
こ ど も　2,700円 ⇒2,000円

5

小樽天狗山スキー場

3

Fu's snow area

2020-21 北海道スキーシーズンネット　スキー場別一覧表

キロロスノーワールド

スキー場

1

札幌国際スキー場

【１ 日 券】
大 人 4,600円 ⇒4,000円

    同伴者割引(通常期間)　１日券　4,300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

2

20

星野リゾート　トマム スキー場
【1 日 券】

大 人　5,900円 ⇒4,000円
小学生3,900円 ⇒2,600円

マウントレースイスキーリゾート 【１ 日 券】
大 人 5,100円 ⇒3,600円

中高生・シニア4,100円⇒2,900円
小学生3,100円⇒2,200円

18

カムイスキーリンクス 【１ 日 券】
大 人　 3,800円 ⇒3,400円
シニア　3,200円 ⇒2,800円
小学生 1,800円 ⇒1,600円

19

美唄国設スキー場 【1 日 券】
大 人　2,700円 ⇒2,100円
子 供　1,600円 ⇒1,250円

４時間券
大人　2,000円⇒1,600円
小人　1,200円⇒1,000円

http://www.snowtomamu.jp/

24

ぴっぷスキー場

25

キャンモアスキービレッジ 【1日券】
大人

2,500円 ⇒ 2,300円
小人・シニア

2,000円 ⇒ 1,800円
※小人＝小学生以下・シニア＝65歳以上

　　同伴者割引(通常期間)　１日券　3,600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（ニセコグラン・ヒラフ/ニセコHANAZONOリゾート
　　およびニセコユニテッドのシーズン券は対象外）
　　販売期間:12月5日～3月31日

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　4,100円

各スキー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日以降

【シーズン期間】
キトウシ高原ホテル日帰り入浴

600円 ⇒ 400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3,400円(アンヌプリおよびニセコ全山のシーズン券は対象外）
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,休館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。

名寄ピヤシリスキー場

ピリカ温泉入浴割引（シーズン中）
　　大人:550円 ⇒275円   小学生:200円⇒100円
　※中学生以上は大人料金です。

【 日　中　券】
大 人　2,900円 ⇒2,000円

小人・シニア　2,000円 ⇒1,400円

   【８時間券】　※
大 人　5,100円

（8時間券の窓口販売はありません）
（1日券　8,100円）

【1日券】
大 人　4,800円 ⇒3,000円

●全日シーズン券（大人、小人、シニア共通）

   【８時間券】
大 人　5,800円 ⇒3,500円
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季票適合對象
會員折價（本人）

對象票券　一般⇒折價
其他優惠折扣 備註

●全日季票 （全日/小學生/中高校生 使用期間：12/1～3/31

　 /大學・専門學校/敬老/尊貴敬老） 請在售票處出示您的季票。

札幌市南区定山渓937番地先 ●平日季票 ※需確認為本人使用

TEL：011-598-4511 ※購買纜車券時需支付押金每人500日圓。

https://www.sapporo-kokusai.jp ※押金將在售票處或自動結帳機上退還。

【1日券】12/11～3/31 無特別優惠活動 使用期間：11/28～5/5予定

成人5,900円→4,100円 請在售票處出示您的季票。

敬老・青少年5,200円→4,100円

余市郡赤井川村字常盤128－1 ●季票　(成人、敬老、青少年、兒童） 兒童3,100円→2,100円 ※需確認為本人使用

●春天季票　(成人、敬老、青少年、兒童) 【1日券】11/28～12/10、4/1～5/5 ※IC卡押金為500日圓。（返還時將退還押金）

TEL：0135-34-7111 ●premium季票（成人、敬老、青少年、兒童） 成人4,000円→3,100円 ※根據降雪及融雪狀況，開放期間可能有所改變。

●日本粉雪套票（成人、青少年、兒童） 敬老・青少年3,700円→3,100円

https://www.kiroro.co.jp 兒童2,500円→2,100円

【１ 日 券】 無特別優惠活動 使用期間：12/5～4/5

●季票　 成  人　3,800円⇒3,400円 請在售票處出示您的季票。

小樽市朝里川温泉1丁目 　 （成人/敬老/中高校生/小孩） 敬  老　2,700円⇒2,500円 ※需確認為本人使用

TEL：0134-54-0101 青少年　2,200円⇒2,000円 ※可能無法在特別活動上使用，例如:競賽。

http://asari-ski.com 小 孩　2,800円⇒1,800円 ※敬老價格為60歲以上。﹙需出示年齡証明﹚

●季票 同行者優惠（雪季中）

　（成人/中高校生/小學生） 　　7小時券團體折扣、最多3名、限同時購買。 請在售票處出示您的季票。

札幌市南区藻岩下1991 ●夜滑季票       成人 3,500円 ※需確認為本人使用

TEL　011-581-0914(季節中) 　（成人/中高校生/小學生）       小孩 2,500円

http://www.rinyu.co.jp

無特別優惠活動 使用期間：滑雪場開幕～3/21

請在售票處出示您的季票。

小樽市最上2丁目16番地15号 ●天狗山季票 ※需確認為本人使用

TEL：0134-33-7381

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

使用期間：滑雪場開幕～3/31

●全日季票  （成人/高校生/小中學生） ・同行者優惠（季節中） 請在一樓Core House出示您的季票。

札幌市藤野野外スポーツ交流施設 ●夜滑季票 （成人/高校生/小中學生） ・各滑雪場季票持同行者優惠者 最多3名 ※需確認為本人使用

TEL：011-591-8111 ●晚期季票 （成人/高校生/小中學生） ・成人1日券 2,500円              同時購買

http://www.shsf.jp/fujino-yagai/ ・小中學生1日券 2,000円         同時購買

使用期間：11/20～3/28

●全日季票 同伴折扣（季節中） 請在售票處出示您的季票。

小樽市春香町357番地 　(成人、敬老、國・高中生、小孩) 最多3名、限同時購買。(一日券) ※需確認為本人使用

TEL：0134-62-2228 成 人2,600円 / 敬老・國・高中生  2,100円/小 孩1,600円

http://onze.jp/

無特別優惠活動 使用期間：1/1～2/28

●季票 請向Center House纜車券販售處出示您的季票

北広島市仁別82-4 　 （成人/小孩/敬老共通）

TEL:011-376-2611 ※需確認為本人使用

http://www.dynasty-resort.jp/ ※不可與其他優惠券共用。

●季票

　（成人/小學/中學/高中/敬老/優待）

虻田郡倶知安町字山田204 ●夜滑季票

TEL：0136-22-0109 ※所有季票都使用附有照片之IC卡。 　　【NISEKO ４社　共通】

www.grand-hirafu.jp

使用期間：12/1～5/5

虻田郡ニセコ町字ニセコ485番地 ●季票 請在售票處出示您的季票。

TEL：0136-58-2080

https://annupuri.info ※需確認為本人使用

虻田郡ニセコ町東山温泉 ●季票

TEL：0136-44-2211

www.niseko-village.com/ja

無特別優惠活動

虻田郡倶知安町字山田204 ●季票

TEL：0136-22-0109 　 （成人/小學/中學/敬老）

www.niseko.ne.jp

使用期間：12/5～4/4

●季票　（成人/大學/高中/中學/小學生/敬老） 請在售票處出示您的季票。

虻田郡ニセコ町字ニセコ448 ※需確認為本人使用

TEL：0136-59-2511 ※IC卡押金為500日圓。（返還時將退還押金）

http://niseko-moiwa.jp/

使用期間：滑雪場開幕～3/21

●終日季票 請在售票處出示您的季票。

室蘭市香川町224番地1 　（一般/高中生/中學生以下） ※需確認為本人使用

TEL：0143－43－5600

http://www.muroran-resort.sakura.ne.jp/

使用期間：滑雪場開幕～3/21

請向售票處出示您的季票

今金町字美利河205-1 ※需確認為本人使用

TEL：0137-83-7111 ※3月營業時間僅限週六、週日(包括3/19)

http://www.kurplazapirika.net/ ※Piriki溫泉櫃台在飯店櫃台，請出示季票以享優惠。

使用期間：12/19～3/21（預定）

請向售票處出示您的季票

登别市Karurusu町27 ※需確認為本人使用

TEL：0143-84-2872 ※IC卡押金為500日圓。（返還時將退還押金）

http://sanlaiva.com/

使用期間：12/5　～ 4/4

●全日季票 請在售票處出示您的季票。

夕張市末広2-4 　(成人、小孩、國高中生、敬老共通) ※需確認為本人使用

TEL：0123-52-5151

http://www.mountracey-resort.com/

使用期間：12/1～3/31

請在售票處出示您的季票。

旭川市神居町西丘112 ●季票　 ※需確認為本人使用

TEL：0166-72-2311 　 （成人/敬老/小學生） ※左計之價錢，再加500日圓作為押金。

http://www.kamui-skilinks.com 退還纜車IC卡時，將一併退還押金。

【雪季全期】 使用期間：12/中旬～3/下旬

●季票 ・團體優惠最多讓4名同行者使用。 請在售票處出示您的季票。

美唄市東美唄町番町 　 （成人/小學/中學/高校/大學/ ・小孩為小學生以下。（學齡前兒童纜車券免費） ※需確認為本人使用

TEL：0126－68－8216  　　女士/敬老）

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

●一般季票 （大人、國高中生、小學生、敬老） 使用期間：12/21～4/4

●家庭季票（大人、小學生） 請在售票處出示您的季票。

勇払郡占冠村中トマム ●雪マジ！20シーズン券（大人） ※需確認為本人使用

TEL：0167-58-1111 ●雪マジ！21シーズン券（大人） ※纜車券優惠限本人有限

※未就學兒免費。利用方式請向售票服務台詢問。

●季票（成人/中學/高中/敬老/小學生/児童　） 無其他特別優惠活動 使用期間：11/21～5/5

●季票（夜滑・北之峰夜滑） 小學生以下免費，利用方式請向售票服務台詢問。

北海道富良野市中御料 請在售票處出示您的季票。

TEL：0167－22－1111 ※以上季票可在表中除本滑雪場以外的地方享受優惠。 ※需確認為本人使用

http://www.princehotels.co.jp/ski/furano/ ※1日券IC卡需支付押金\500/人，利用結束後在返還機還卡退還押金。

使用期間： 12/26~ 3/14

●季票　（成人/小學生/敬老） 同行者優惠（雪季全期） 請在售票處出示您的季票。

日高町富岡441-1 ●夜滑共通季票 　１日券　成 人 3,200円 ⇒2,600円 ※需確認為本人使用

TEL：01457－6－3667 　（成人/小學生/敬老） 　　　　　小 孩　 2,000円 ⇒1,600円 學齡前兒童免費(需有成人陪同)

http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/site/ski/ 　　　　　

●季票 使用期間：11/下旬～3/下旬

（成人/敬老） 請在售票處出示您的季票。

名寄市字日進 ※需確認為本人使用

TEL：01654-2-2131 中學生以下免費

http://www.nayoro.co.jp/piyashiri/youkosopiyashiri.html

使用期間：営業開始～3/21

●季票　（成人/小學生） 請在售票處出示您的季票。

比布町北7線17号 ※需確認為本人使用

TEL：0166-85-3056

http://www.town.pippu.hokkaido.jp/ski/top.html

●季票（成人.小孩.敬老） 【雪季期間】

キトウシ高原飯店一日溫泉卷

東川町西5号北44番地 　　　　　　600円⇒400円

TEL：0166-82-5001

https://www.canmore-ski.jp/

3)特別營業日/旺季時，可能無法享用會員優惠、折扣。詳細資訊請向各滑雪場詢問。請遵守各雪場規定及禮儀，並玩的開心。

20

星野渡假村Tomamu滑雪場

【1 日 券】
成 人　5,900円 ⇒4,000円
小學生3,900円 ⇒2,600円

23

名寄Piyashiri滑雪場

無特別優惠活動●季票

15

今金町Pirika滑雪場

●全日季票（成人、小孩、敬老共通）
【一日券】

成人　2,900円 ⇒2,000円
小孩・敬老　2,000円 ⇒1,400円

Pirika溫泉入浴折價（雪季期間）
　　成人：550円 ⇒275円   小學生：200円⇒100円

　※中學生以上以成人費用計算。

16

Karurusu温泉Sanlaiva滑雪場 【一日券】
成人（19歲以上）

3,000日元➡ 2,500日元
小孩（4歲以上～18歲以下）

1,200日元 ➡1,000日元

【７小時券】
成 人　3,800円 ⇒2,600円
小 孩　2,700円 ⇒2,000円

5

2

KIRORO RESORT
初雪谷度假村

3

朝里川温泉滑雪場

4

札幌藻岩山滑雪場

小樽天狗山滑雪場
【1 日 券】

成 人　4,000円 ⇒2,800円

2020-21 北海道Season Net滑雪場一覧表

滑雪場

1

札幌國際滑雪場

【１ 日 券】
成 人 4,600円 ⇒4,000円

    同行者優惠(通常期間)　１日券　4,300円
　　各滑雪場季票持同行者優惠者 最多3名
　　限同時購買
　　販賣期間：12月1日～3月31日

6

Fu's snow area
【1 日 券】

 成 人　     3,000円 ⇒2,500円
 小中學生　2,400円 ⇒2,000円

7

SNOW CRUISE　ＯＮＺＥ
【1 日 券】

成 人　2,600円
敬老・國・高中生  2,100円

小 孩1,600円

8

Dynasty 滑雪渡假村
【1 日 券】

成 人　2,400円 ⇒1,900円
小 孩　1,900円 ⇒1,400円

9

Niseko Grand HIRAFU / Niseko HANAZONO Resort

   【８小時券】　※
成 人　5,800円 ⇒3,500円

10

新雪谷安努普利國際滑雪場
   【８小時券】　※

成 人　5,100円 ⇒3,400円

同行者折扣（雪季期間）同時購入最多３名
　 ８小時券　成 人　3,400円
　　溫泉折扣（雪季中）
　　成人：800円 ⇒600円
　※特定時間不可使用。
　※季節期間可享受折扣優惠。

    同行者優惠　　　　　１日券　3,600円
　　各滑雪場季票持同行者優惠者 最多3名
　　限同時購買
　　販賣期間：12月5日～3月31日

11

二世谷村滑雪度假村
   【８小時券】　※

成 人　3,400円
（售票處無販賣8小時券）

（1日券　6,200円）

同行者折扣（雪季期間）同時購入最多３名
　 ８小時券　成 人　4,100円

12

NISEKO UNITED
   【８小時券】　※

成 人　5,100円
（售票處無販賣8小時券）

（1日券　8,100円）

13

二世谷藻岩山滑雪場
【1日券】

成 人　4,800円 ⇒3,000円

同行者折扣【３月以後】１日券　3,000円
各持有Season Net之客人，最多可3名同伴同時購買，可享折扣。
販售期間：３月１日以後

14

室蘭市Dan Para滑雪場 【４小時券】
成 人　1,600円 ⇒1,100円

 
【夜滑券】（17～22時）
成 人　1,300円 ⇒1,100円

無特別優惠活動

12/5～12/18・3/15～4/4
初滑、春滑期間

【1日券】
成 人 4,200円 ⇒3,000円

國高中生・敬老3,400円⇒2,400円
小學生2,600円⇒1,900円

18

神居滑雪場
【１ 日 券】

大 人　 3,800円 ⇒3,400円
敬老　3,200円 ⇒2,800円
小學生 1,800円 ⇒1,600円

19

美唄国設滑雪場 【1 日 券】
成 人　2,700円 ⇒2,100円
小 孩　1,600円 ⇒1,250円

【４小時券】
成人　2,000円⇒1,600円
小孩　1,200円⇒1,000円

17

夕張渡假村Mount Racey滑雪場
【１ 日 券】

成 人 5,100円 ⇒3,600円
國高中生・敬老4,100円⇒2,900円

小學生3,100円⇒2,200円

http://www.snowtomamu.jp/

25

21

富良野滑雪場
【１ 日 券】

成人 6,000円 ⇒3,600円
適用對象：表中除本滑雪場以外的季票

22

日高國際滑雪場
【１ 日 券】

成 人　3,200円 ⇒2,200円
小 孩　2,000円 ⇒　1,000円

【１日券】
成人　3,000円⇒2,400円

12回券・1日券
4小時券・夜滑券

上述票券折價200日圓
24

Pippu滑雪場

4)使用會員證購買纜車券，同一雪場每人每天限購買一張。禁止重複購買、借出或轉賣給第三人。一旦破壞規則將無法享有優惠。

【注意事項】僅限上述滑雪場發行之會員券有效。*會員證上若無雪場名、號碼、會員名字、照片，將視為無效。

Canmore滑雪村 【1日券】
大人

2,500円 ⇒ 2,300円
小孩・敬老

2,000円 ⇒ 1,800円
※小孩＝小學生以下・敬老＝65歳以上

1)會員購買Season Net所合作之纜車券皆有折扣 ※價格、券種、可使用折價之對象可能根據設施而有異，請詳細確認。

5)即便發行的雪場已結束營業，仍可在其他雪場使用。詳細資訊請向雪場洽詢。

2)請向售票處出示您的會員證。若您未出示，將無法享有折扣(需確認為本人所有)

使用期間
12月中旬(開幕)～3月中旬(閉幕)
請向售票處出示您的季票

※需確認為本人使用
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Season Pass Target Benefits
Season Pass Holder Benefit
Normal ⇒ Discounted Price Other Benefits Remarks

●All Day Season Pass（All Day/Elementary/High School Period: 12/1 ~ 3/31

　 /University・Technical College/Senior/Grand Senior) Please present your season pass to the ticket counter.

937 Jozankei, Minami-ku, Sapporo ●Half-Day Season Pass ※Season Pass owner should be present

TEL:011-598-4511 ※A deposit of 500 yen per person is required when purchasing a lift ticket.

https://www.sapporo-kokusai.jp ※The deposit will be refunded at the ticket office or at the automated checkout machine.

【1 Day Pass】12/11～4/5 No Special Benefits

●Season Pass (Adult/Senior/Youth/Child) Adult \5,900→\4,100 Period: 11/28 ~ 5/5

●Spring Season Pass (Adult/Senior/Youth/Child) Senior・Youth \5,200→\4,100 Please present your season pass to the ticket counter.

128-1 Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichi-gun ●Premium Pass（Adult/Senior/Youth/Child) Child \3,100→\2,100

TEL:0135-34-7111 ●Japan Powder Pass（Adult/Youth/Child） 【1 Day Pass】11/28～12/10、4/1～5/5 ※Season Pass owner should be present

Adult \4,000→\3,100 ※IC card deposit of 500 yen is required separately. (Refund on return)

https://www.kiroro.co.jp Senior・Youth \3,700→\3,100 ※The period depends on the snow condition (snowfall and melting of snow)

Child \2,500→\2,100

【1 Day Pass】 No Special Benefits Period: 12/5　~ 4/4

●Season Pass (Adult/Senior/Youth/Children) Adult \3,800⇒\3,400 Please present your season pass to the ticket counter.

1-chome Asarigawa Onsen, Otaru-shi Senior \2,700⇒\2,500 ※Season Pass owner should be present

TEL:0134-54-0101 Youth \2,200⇒\2,000 ※May not be available during special events such as competitions.

http://asari-ski.com Children \2,800⇒\2,600 ※Senior Citizens are from 60 years of age. (Age confirmation required)

Period: Ski Area Opening Date ～ 3/28

●Season Pass (Adult/High School/Elementary) Companion Discount (During the Season) ※Temporary closure 3/22~25

1991, Moiwaiwa, Minami-ku, Sapporo ●Night Ski Season Pass (Adult/High School/Elementary) Please present your season pass to the ticket counter.

TEL　011-581-0914 (During the Season) ※Season Pass owner should be present

http://www.rinyu.co.jp ※Business period may change depends on snow condition

No Special Benefits Period: Ski Area Opening Date ～ 3/21

Please present your season pass to the ticket counter.

Otaru City Mogami 2-chome 16-15 ●Tenguyama Season Pass ※Season Pass owner should be present

TEL:0134-33-7381

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

●All Day Season Pass Companion's Discount（During the Season） Period: Ski Area Opening Date ～ 3/31

●Night Time Season Pass ・Aduit　1Day Pass               \2,500 Present your Season Pass at the 1F office window in the Core House.

Sapporo City Fujino Outdoor Sports Exchange Facility ●Late Season Pass ・Senior High　1Day Pass      \2,000 ※Season Pass owner should be present

TEL:011-591-8111 ・Elementary　1Day Pass　     \2,000

http://www.shsf.jp/fujino-yagai/ Discount availablefor up to 3 people with the same purchase time.

Companion's Discount（During the Season） Period: 11/20～3/28

●All Day Season Pass (Adult/Senior/High School/Children) Please present your season pass to the ticket counter.

357 Haruka-cho, Otaru-shi ※Season Pass owner should be present

TEL:0134-62-2228

http://onze.jp/

Special Benefits Unavailable Period: 1/1～2/28

●Season Pass (Adult/Children/Senior) Please present your Season Passes to the Center House Ticket Counter

82-4 Nibetsu, Kitahiroshima City

TEL:011-376-2611 ※Season Pass owner should be present

http://www.dynasty-resort.jp/ ※Cannot be combined with other special coupons and/or tickets.

●Season Pass

204 Yamada, Kutchan-cho, Abuta-gun

TEL:0136-22-0109 ●Night time Season Pass 　　　【Niseko Area (4 Companies)】

www.grand-hirafu.jp ※All Season Passes has a picture attached to it and contains an IC

Period: 12/1～5/5

485 Niseko, Niseko-cho, Abuta-gun ●Season Pass Please present your season pass to the ticket counter.

TEL:0136-58-2080

https://annupuri.info ※Season Pass owner should be present

Higashiyama Onsen, Niseko-cho, Abuta-gun ●Season Pass

TEL:0136-44-2211

www.niseko-village.com/ja

No Special Benefits

204 Yamada, Kutchan-cho, Abuta-gun ●Season Pass (Adult/Elementary/Junior High/Senior)

TEL:0136-22-0109

www.niseko.ne.jp

Period: 12/5～4/4

Please present your season pass to the ticket counter.

448 Niseko, Niseko-cho, Abuta-gun ※Season Pass owner should be present

TEL:0136-59-2511

http://niseko-moiwa.jp/

Period: Opening～3/21

●All Day Season Pass (General/Senior High/Junior High & below) No Special Benefits Please present your season pass to the ticket counter.

1 224 Kagawa-cho, Muroran ※Season Pass owner should be present

TEL:0143－43－5600

http://www.muroran-resort.sakura.ne.jp/

Imakanecho character Mirikawa 205-1

TEL:0137-83-7111

http://www.kurplazapirika.net/

【1 Day Pass】 Period: Dec. 19th till Mar. 21st (scheduled)

Adult (19 and over) No Special Benefits Please present your season pass to the ticket counter.

27 Karurusu, Noboribetsu ●Season Pass \3,000⇒\2,500 ※ ID check of season pass owner will be required.

TEL:0143-84-2872 Child (4 and over～18 and under)

http://sanlaiva.com/ \1,200⇒\1,000

Period: 12/5 ～ 4/4

●All-Day Season Pass Please present your season pass to the ticket counter.

2-4 Suehiro Yubari 　(Adult/High School/Senior/Children) ※Season Pass owner should be present

TEL:0123-52-5151

http://www.mountracey-resort.com/

Period: 12/1～3/31

Please present your season pass to the ticket counter.

112 Nishioka, Kamu-cho, Asahikawa-shi ●Season Pass (Adult/Senior/Elementary) ※Season Pass owner should be present

TEL:0166-72-2311

http://www.kamui-skilinks.com

【Full Season】 Period: Mid December ~ Late March

●Season Pass ・Group discount for up to 4 people. Present your season ticket at the ticket office.

Bancho, Higashi-Biei-cho, Biei-shi 　 （Adult/Elementary/Junior High/Senior High/University/Ladies/Senior) ※Season Pass owner should be present

TEL:0126－68－8216

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

●Regular Season Pass (Adult/High School/Elementary/Senior) Period:12/21～4/4

●Family Pass（Adult, Elementary） Present your Season Pass to the ticket & information counter.

Tomamu in Yufutsu-gun Shimukappu Village ●Yukimaji!20 Season Pass (Adult) ※Season Pass owner should be present

TEL:0167-58-1111 ●Yukimaji!21 Season Pass (Adult) ※Discount is only for the Season Pass owner

●Season Pass（Adult/Junior High/Senior High/Senior/Elementary/Children)

Hokkaidō Furano-shi Nakagoryō ●Season Pass（Night Ski ・ Kitanomine Night Ski）

TEL:0167－22－1111 ※Benefits are available even outside of Furano Ski Resort

http://www.princehotels.co.jp/ski/furano/

Companion Discount（Full Season） Period: 12/26~ 3/14

●Season Pass（Adult/Elementary/Senior) 1-Day Pass Please present your season pass to the ticket counter.

441-1 Hidakacho Tomioka ●Night Time Season Pass (Adult/Elementary/Senior) Adult: \3,200 ⇒ \2,600 ※Season Pass owner should be present

TEL:01457－6－3667 Elementary: \2,000⇒ \1,600 Pre-school-level children are free of charge (guardian required)

http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/site/ski/

●Season Pass 【1 Day Pass】 Period : Late-November ~ Late-March

（Adult/Senior) Adult \3,000 ⇒ \2,400 Please present your season pass to the ticket counter.

Nayoro City Nisshin ※Season Pass owner should be present

TEL:01654-2-2131 Free for Junior Student or below

http://www.nayoro.co.jp/piyashiri/youkosopiyashiri.html

12x Pass・1 Day Pass Period: Start of Season ~ 3/21

●Season Pass (Adult/Elementary) 4-Hour Pass・Night Time Pass Please present your season pass to the ticket counter.

Hifucho Kita 7 Line 17 ※Season Pass owner should be present

TEL:0166-85-3056

http://www.town.pippu.hokkaido.jp/ski/top.html

●Season Pass (Adult/Children/Senior) 【Season Period】 Period: Mid-December (Opening) ~ Mid-March (Until Closing)

Day trip to Kitoushi Kougen Hotel (Hot Spring) Please present your season pass to the ticket counter.

Higashikawacho Nishi 5 44 North \600 ⇒ \400 ※Season Pass owner should be present

TEL:0166-82-5001

https://www.canmore-ski.jp/

7-hour group discount pass, limited for up to 3 people purchase
at the same time

4

Sapporo Moiwayama Ski Resort
【7-Hour Pass】

Adult \3,800 ⇒ \2,600
Children \2,700 ⇒ \2,000

Hokkaido Ski Season Net Ski Area List 2020~2021

Ski Area

1

Sapporo Kokusai

【1 Day Pass】
Adult \4,600 ⇒ \4,000

 
Companion Discount (Normal Period)　1 Day Pass　\4,300

Up to 3 companions with
each person being a ski pass holder
Discount at the same time purchase

　Sale Period:December 1 ~ March 31

2

Kiroro Snow World

3

Asarigawa Onsen Ski Resort

 (Adult/High School/Senior High/Elementary)

SNOW CRUISE ONZE 【1 Day Pass】
Adult　\2,600

Senior ・ High School \2,100
Children \1,600

8

Dynasty Ski Resort
【1 Day Pass】

Adult　\2,400 ⇒ \1,900
Children　\1,900 ⇒ \1,400

Otaru Tenguyama Ski Resort
【1 Day Pass】

Adult　\4,000 ⇒ \2,800

6

Fu's Snow Area                 【1 Day Pass】
・Adult　　　   　 \3,000 ⇒ \2,500
・Senior High　\2,400 ⇒ \2,000
・Elementary　 \2,400 ⇒ \2,000

5

Discount available for up to 3 people who
purchased tickets at the same time.

Adult \2,600
Senior ・ Junior & Senior High \2,100

Children \1,600

7

http://www.snowtomamu.jp/

19

Biei National Ski Resort 【1 Day Pass】
Adult　\2,700 ⇒ \2,100

Children \1,600 ⇒ \1,250
4-Hour Pass

Adult　\2,000 ⇒ \1,600
Children \1,200 ⇒ \1,000

20

Hoshino Resort ・ Tomamu Ski Area
【1 Day Pass】

Adult　\5,900 ⇒ \4,000
Elementary \3,900 ⇒ \2,600

(Adult/Elementary/Junior High/Senior High/
Senior/Complimentary)

11

Niseko Village Ski Resort    【8-Hour Pass】　※
Adult　\3,400

（This 8-Hour Pass is not available

for purchase over the ticket counter）

（1 Day Pass　\6,200）

Companion Discount（During the Season)
Limited to concurrent purchases of up to 3 people

8-Hour Pass for Adults at \4,100

9

Niseko Grand HIRAFU / Niseko HANAZONO Resort
   【8-Hour Season Pass】　※

Adult　\5,800 ⇒ \3,500

10

3) Membership Benefits and/or Discounts may not be available on Special Business Days and/or time determined by the Ski Resorts. For more information, please contact each Ski Resort. Always remember to always follow the rules and culture of every ski resort and have fun!

1) Members can purchase lift tickets at discounted rates in ski resorts which are members of the Hokkaido Ski Season Net association. * Fees, types of lift tickets eligible for discounts, and Periods may vary depending on the facility. Please contact the Ski Resort of your choice for more details.

【1 Day Pass】
Adult \2,500 ⇒ \2,300

Children・Senior \2,000 ⇒ \1,800

※Children = Elementary level & below
※Senior = 65 yrs. Old & up

●Season Pass
(Adult/University/Junior High/Senior High/Senior/Elementary)

\200 Discount for the
above passes

＊A deposit of \500 for the IC Card will be required separately upon payment.
(Deposit refundable upon IC card return)

4) Using your membership card, you can purchase a lift ticket at the same ski resort, once a day. Purchasing more than once, reselling or loaning to a third party is prohibited. All benefits will be invalidated once this rule is violated.
5) It is still possible to avail your membership's benefits in other ski resorts even after your card issuer's business period ends. For more information, please contact the ski resort which issued your Season Pass (Membership Card) & the ski resort of your chosen destination.

※A \500 deposit is required when getting a lift pass.
Deposit will be refunded upon lift pass return)

[Notes] Only valid for membership cards approved by the issuing Ski Resort. ※Season Passes (Membership Cards) without the Ski Resort's name, number, member's name and photo will be considered invalid.

Nayoro Piyashiri Ski Area

Pippu Ski Area

Canmore Ski Village

Furano Ski Resort 【1 Day Pass】
Adult \6,000 ⇒ \3,600

Except for Furano Ski Resort Season
Passes

Hidaka Kokusai Ski Area
【1 Day Pass】

Adult　\3,200⇒ \2,200
Elementary \2,000 ⇒　\1,000

Mount Racey Ski Resort 【1 Day Pass】
Adult \5,100 ⇒ \3,600

High School・Senior \4,100 ⇒ \2,900
Elementary \3,100 ⇒ \2,200

Opening Week & Spring Skiing Period:
12/5～12/18 ・ 3/15～4/4

【1 Day Pass】
Adult \4,200 ⇒ \3,0000

High School & Senior Citizen \3,400 ⇒ \2,400
Elementary \2,600 ⇒ \1,900

Kamui Ski Links 【1 Day Pass】
Adult \3,800 ⇒ \3,400

Senior　\3,200 ⇒ \2,800
Elemetary \1,800 ⇒ \1,600

Companion Discount (After March) 1 Day Pass:\3,000

Discounts for simultaneous purchase of up to 3 companions of
each ski season ticket holder
Sale period: After March 1

Dan Para Ski Area (Muroran City)

2) Please present your Membership Card or Season Pass at the ticket counter when making a purchase to avail discount. (For confirmation.)

23

24

25

21

22

17

18

14

【4-Hour Pass】
Adult　\1,600 ⇒ \1,100

 
【Night Time Ticket】
（17:00～22:00）

Adult　\1,300 ⇒ \1,100

・Elementary School level kids fall under the "Children" category
（Pre-schoolers' lift passes are free of charge）

※Children in pre-school level are free of charge.
Please see ticket & information counter for more information.

15

Imakane Pirika Ski Area
●All-day Season Pass(Adult/Children/Senior)

【1 Day Pass】
Adult \2,900 ⇒ \2,000

Children・Senior \2,000 ⇒ \1,400

Pirika Hot Spring Discount (During the Season)

Adult: 550円 ⇒275円
Elementary: 200円⇒100円

※Junior High School level and above
will be charged with the Adult Price.

No other Benefits

16

Karurusu Onsen Sanlaiva Ski Area

Period: 11/21 ~ 5/5
"Children in Elementary level are free of charge
Please see ticket counter for more information."
Please present your season pass to the ticket counter.
※Season Pass owner should be present
※A deposit of \500 for the IC Card will be required to be paid separately upon
payment. (Deposit will be refunded after returning the IC Card)

Period: Opening ~ 3/21
Please present your season pass to the ticket counter.
※Season Pass owner should be present
※Business Hours on March: Saturday & Sundays Only (Including 3/19)
※The Pirika Hot Spring's Reception Counter will be at the hotel's front desk.
Please present your Season Pass to avail discount."

Niseko Annupuri
   【8-Hour Pass】　※

Adult　\5,100 ⇒ \3,400

Companion Discount　8-Hour Pass　\3,600

Up to 3 companions with
each person being a ski pass holder
Discount at the same time purchase

　Sale Period:December 5 ~ March 31

＊A deposit of \500 for the IC Card will be required separately upon payment.
(Deposit refundable upon IC card return)

12

NISEKO UNITED    【8-Hour Pass】　※
Adult　\5,100

（This 8-Hour Pass is not available

for purchase over the ticket counter）

（1 Day Pass　\8,100）

13

Niseko Moiwa Ski Resort
【1 Day Pass】

Adult　\4,800 ⇒ \3,000

Companion Discount（During the Season)
Limited to concurrent purchases of up to 3 people

8-Hour Pass for Adults at \3,400
Hotspring Discount（During the Season）Adult:\800 ⇒ \600

　※There are limit
　※Discount is exclusive during the winter season.


