
商品
番号
Item 

Number

商品名
Rental Item

半日
午前 / 午後

Half Day

1 日
1 Day

午後＋ナイター
Afternoon + Night Skiing

1日＋ナイター
1 Day + 

Night Skiing

2 日
2 Days

3 日
3 Days

ナイター
Night Skiing

❶
スキー３点セット （板 + ブーツ + ストック）/ 

スノーボード２点セット （板 + ブーツ）
Ski, Boots and Poles / Snowboard and Boots

大人
Adult - ¥4,700 ¥7,000 ¥8,400 ¥12,200 ¥2,300

ジュニア
Child - ¥3,000 ¥4,700 ¥5,500 ¥8,000 ¥1,700

❷
スキー４点セット（板 + ブーツ + ストック + ウェア）/ 

スノーボード３点セット（板 + ブーツ + ウェア）
①＋ Jacket and Pants

大人
Adult - ¥7,800 ¥12,100 ¥13,600 ¥19,600 ¥4,300

ジュニア
Child - ¥5,100 ¥7,900 ¥8,200 ¥11,400 ¥2,800

❸ 【パフォーマンスモデル】

スキー / スノーボード
High-end Model Ski / Snowboard Only

大人
Adult

¥4,000 ¥4,900 ¥7,900 ¥7,400 ¥10,400 ¥3,000

スキー3点セット / スノーボード2点セット
High-end Model Ski, Boots and Poles / High-end Snowboard and Boots - ¥6,200 ¥9,900 ¥10,100 ¥14,000 ¥3,700

スキー4 点セット / スノーボード 3 点セット
High-end Model Ski, Boots, Poles andJaket & Pants / High-

end Snowboard,Boots and Jaket & Pants
- ¥9,300 ¥14,800 ¥15,500 ¥21,700 ¥5,500

❹ スキー / スノーボード
Ski / Snowboard

大人
Adult ¥2,600 ¥3,400 ¥5,100 ¥5,700 ¥8,200 ¥1,700

ジュニア
Child ¥1,600 ¥2,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥5,000 ¥1,000

❺ ブーツ
Boots

大人
Adult - ¥2,800 ¥4,300 ¥4,800 ¥6,300 ¥1,500

ジュニア
Child - ¥2,000 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,500 ¥1,000

❻ ストック
Poles

大人 / ジュニア
Adult / Child - ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,000 ¥500

❼ ウェア
Jacket and Pants

大人
Adult - ¥4,200 ¥7,000 ¥7,500 ¥10,800 ¥2,800

ジュニア
Child - ¥3,100 ¥5,400 ¥4,600 ¥6,100 ¥2,300

❽ ヘルメット
Helmet

大人
Adult - ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,000 ¥500

ジュニア
Child - ¥500 ¥1,000 ¥900 ¥1,300 ¥500

レンタル料金 Rental Fee

半日：午前　受付時～13：30 ｜ 午後　12：00～17：00
1日：受付時～17：00
午後＋ナイター：12：00～20：00
1日＋ナイター：受付時～20：00
2日：初日のナイター含む、最終日は17：00まで
3日：初日、2日目のナイター含む、最終日は17：00まで
ナイター：16：00～20：00

大人：13歳以上
ジュニア：12歳以下

Half Day: Morning; Open - 1：30PM ｜Afternoon; 12：00PM - 5：00PM
1 Day: Open - 5：00PM
Afternoon + Night Skiing: 12：00PM - 8：00PM
1 Day + Night Skiing: Open - 8：00PM
2 Days: Untill 5：00PM on the second day (including night skiing on the first day)
3 Days: Untill 5：00PM on the third day (including night skiing on the first and second day)
Night Skiing: 4：00PM - 8：00PM

Adult: Over 13 yrs.
Child: Under 12 yrs.

スキー / スノーボード Ski / Snowboard



商品
番号
Item 

Number

商品名
Rental Item

1 日
1 Day

午後＋ナイター
Afternoon + Night Skiing

1 日＋ナイター
1 Day + Night Skiing

2 日
2 Days

3 日
3 Days

ナイター
Night Skiing

❼ ウェア
Jacket and Pants

大人
Adult ¥4,200 ¥7,000 ¥7,500 ¥10,800 ¥2,800

ジュニア
Child ¥3,100 ¥5,400 ¥4,600 ¥6,100 ¥2,300

❽ ヘルメット
Helmet

大人
Adult ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,000 ¥500

ジュニア
Child ¥500 ¥1,000 ¥900 ¥1,300 ¥500

❾ スノーブーツ（長靴）
Snow Boots

大人
Adult ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,000 ¥500

ジュニア
Child ¥1,000 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,000 ¥500

❿ ウェア＆スノーブーツ（長靴）
Jacket, Pants and Snow Boots

大人
Adult ¥5,200 ¥8,500 ¥9,000 ¥12,800 ¥3,300

ジュニア
Child ¥4,100 ¥6,900 ¥6,100 ¥8,100 ¥2,800

レンタル料金 Rental Fee
雪あそび Snow Experience

1日：受付時～17：00
午後＋ナイター：12：00～20：00
1日＋ナイター：受付時～20：00
2日：初日のナイター含む、最終日は17：00まで
3日：初日、2日目のナイター含む、最終日は17：00まで
ナイター：16：00～20：00

大人：13歳以上
ジュニア：12歳以下

1 Day: Open - 5：00PM
Afternoon + Night Skiing: 12：00PM - 8：00PM
1 Day + Night Skiing: Open - 8：00PM
2 Days: Untill 5：00PM on the second day (including night skiing on the first day)
3 Days: Untill 5：00PM on the third day (including night skiing on the first and second day)
Night Skiing: 4：00PM - 8：00PM

Adult: Over 13 yrs.
Child: Under 12 yrs.


