2020-21 池の平温泉スキー場 相互優待サービス参加スキー場

2020年11月12日現在 42スキー場

※他割引との併用不可
スキー場名

都道
府県

電話番号

特典内容

優待期間

赤倉観光リゾートスキー場

新潟県

0255-87-2503

・大人
4,800円⇒3,800円（1,000円引き）
・中学・シニア 4,000円⇒3,500円（500円引き）
・こども
3,500円⇒3,000円（500円引き）
春スキー期間は一般料金の各券種とも500円引きとなります。
※春スキー料金につきましては、まだ未定です。

妙高 杉ノ原スキー場

新潟県

0255-86-6211

リフト1日券 4,800円 → 3,800円 （1,000円引き） ※大人・シニア・中高生区分なし

赤倉温泉スキー場

新潟県

0255-87-2125

大人1日券 4,900円→4,400円 （500円引）

確認中

シャルマン火打スキー場

新潟県

025-568-2244

大人１日券 4,100円→2,000円（2,100円引）

2020/12/18～2021/5/5

キューピットバレイ

新潟県

025-593-2041

タングラムスキーサーカス

長野県

026-258-3673

竜王スキーパーク

長野県

0269-33-6345

石打丸山スキー場

新潟県

025-783-2222

リフト1日券大人5,300円→3,500円（1,800円引き）

舞子スノーリゾート

新潟県

025-783-4100

大人１日券
5,000円→2,500円（2,500円引）
中高生・55歳以上 4,500円→2,500円（2,000円引）
小学生
3,000円→2,500円（500円引）

2020/12/18 ～ 2021/4/4

小出スキー場

新潟県

025-792-5320

小出スキー場リフト1日券 全年齢1,000円引き

2020/12/25 ～ 2021/3/7

湯沢中里スノーリゾート

新潟県

025-787-3301

ムイカスノーリゾート

新潟県

025-773-3311

ニノックススノーパーク

新潟県

0254-29-3315

奥只見丸山スキー場

新潟県

025-795-2750

レギュラーパック【大人1日券+ランチ、ドリンク】4,600円→3,600円（1,000円引）

神立高原スキー場

新潟県

025-788-0111

リフト1日券を2,500円で購入可能(大人・子供共通)
※GROUND BASE2階チケット売場に提示

2020/12/19 ～ 2021/4/18

アサマ2000パーク

長野県

0267-23-1714

大人1日券土休日 4000円→2000円 （2,000円引）
大人1日券平日 3000円→2000円 （1,000円引）

2020/11/21 ～ 2021/4/4

HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場

長野県

0261-23-1231

大人１日券 4,000円→3,000円（1,000円引）

2020/12/4 ～ 2021/4/4

戸狩温泉スキー場

長野県

0269-65-2359

大人１日券 4,200円→3,200円（1,000円引）他割引との併用不可

2020/12/19 ～ 2021/3/28

さかえ倶楽部スキー場

長野県

0269-87-3355

大人1日券 3,800円→2,800円 （1,000円引き）

2020/12/19 ～ 2021/3/28

大人1日券 4,200円→3,200円（1,000円引）
小学生1日券 2,700円→2,200円（500円引）
中高生・シニア3,700円→3,200円（500円引）
大人1日券 4,300円→2,600円（1,700円引）
子供1日券 3,000円→1,800円（1,200円引）
※今シーズンICゲートになる為、リフト券預り金が５００円別途必要となります
リフト1日券 大人 5,000円→3,000円（2,000円引）、 シニア65歳以上 4,100円→3,000円（1,100円引）
ナイター券 大人 2,000円→1,000円（1,000円引）、 シニア65歳以上 1,500円→1,000円（500円引）
シーズン券有効期間のみ利用可能。購入時本券の提示必要。

大人1日券
4,500円→3,500円（1,000円引）
小学生1日券 2,500円→2,000円（500円引）
大人1日券 4,000円→1,500円（2,500円引）
シニア・中高生3,100円→1,500円（1,600円引）
小学生2,000円→1,500円（500円引）
ロング1日券大人 5,000円→2,000円（3,000円引）
ナイター券大人 2,200円→1,500円（700円引）
ロングナイター大人 2,900円→1,500円（1,400円引）

2020/12/19 ～ 2021/3/21

2020/12/26 ～ 2021/3/28

2020/12/18 ～ 2021/3/21

2020/12/19 ～ 2021/3/31

2020/12/28 ～ 2021/3/28
2019/12/24～2020/3/21

2020/12/19 ～ 2021/3/28
2020/12/25 ～ 2021/3/28

2020/12/17～2021/3/28
2020初すべりOPEN ～
2021春スキーCLOSEまで

HAKUBA VALLEY 白馬コルチナスキー場

長野県

0261-82-2236

小海リエックス・スキーバレー

長野県

0267-93-2537

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳

長野県

0267-91-1001

サンバレースキー場

長野県

0269-34-2255

丸池スキー場

長野県

0269-34-2147

蓮池スキー場

長野県

0269-34-2264

一の瀬ダイヤモンドスキー場

長野県

0269-34-2556

一の瀬山の神スキー場

長野県

0269-34-2556

西館山スキー場

長野県

0269-34-2265

ジャイアントスキー場

長野県

0269-34-2524

発哺ブナ平スキー場

長野県

0269-34-2524

東館山スキー場

長野県

0269-34-2231

寺小屋スキー場

長野県

0269-34-2231

高天ヶ原マンモススキー場

長野県

0269-34-2041

一の瀬ファミリースキー場

長野県

0269-34-2241

タンネの森オコジョスキー場

長野県

0269-34-2241

志賀高原焼額山スキー場

長野県

0269-34-3117

奥志賀高原スキー場

長野県

0269-34-2225

熊の湯スキー場

長野県

0269-34-2166

横手山・渋峠スキー場

長野県

0269-34-2600

ホワイトバレースキー場

群馬県

0278-72-5094

ホワイトワールド尾瀬岩鞍

群馬県

0278-58-7777

川場スキー場

群馬県

0278-52-3345

・リフト1日券（大人）￥4,200 → 割引￥2,100 ※大人は中学生以上
・リフト1日券（小人）￥2,600 → 割引￥1,300
・割引対象はシーズン券所有者本人に限ります。・別途、カード保証金￥500が必要となります。
大人１日券（平日）3,500円→2,500円（1,000円引）、子供・マスター(平日)2,500円→1,500円（1,000円引）
大人１日券(土日祝)4,000円→3,000円（1,000円引）、子供・マスター(土日祝)3,000円→2,000円（1,000円引）
・年末年始(12/29～1/3)は土日祝料金となります。・子供は小中学生、マスターは50～59歳となります。
・キッズ、シニアは現地販売価格となります。
大人１日券（平日）3,500円→2,500円（1,000円引）、子供・マスター(平日)2,500円→1,500円（1,000円引）
大人１日券(土日祝)4,000円→3,000円（1,000円引）、子供・マスター(土日祝)3,000円→2,000円（1,000円引）
・年末年始(12/29～1/3)は土日祝料金となります。・子供は小中学生、マスターは50～59歳となります。
・キッズ、シニアは現地販売価格となります。

志賀高原全山共通券
大人1日券
5,600円
中高生1日券 4,700円
こども1日券 2,700円
シニア1日券 4,700円

→
→
→
→

5,100円
4,200円
2,200円
4,200円

（500円引き）
（500円引き）
（500円引き）
（500円引き）

大人1日券 4,300円→3,000円（1,300円引）
通常期間：大人1日券￥5,000→￥4,000（1,000円引）
春スキー期間：未定 ￥4,300→￥3,300（1,000円引）
※別途保証料500円必要。インフォメーションにてシーズン券預り
大人1日券4,900円→3,900円（1,000円引）土日祝5,200円→4,200円（1,000円引）
※別途保証料500円必要、窓口にてシーズン券預かり

2020/12/25 ～ 2021/3/21

2020/12/26 ～ 2021/3/12

2020/12/26 ～ 2021/3/12

2020/12/21 ～ 2021/3/31

2020/12/19 ～ 2021/3/21
2020/12/19 ～ 2021/3/31
確認中

