
ゲレンデ積雪情報は

HP にてライブカメラの映像でご確認ください。

Course Map

バス駐車場

一般無料駐車場

今シーズンも安全で楽しく滑走できますよう、 ゲレンデメイクに努めます！！

造雪機 ； フレークアイス
　　　　　　240ｔ/D 一式

スキー場宿泊施設
( 駐車スペース有 )

Ｐ

Ｐ

N

乗車位置

※運行状況については、お問い合わせください。
　予約状況により、運休の場合があります。　
※いぶきライナーの乗車には乗車整理券付いぶきの里
スキー場クーポン券を購入する必要があります。

※クーポン券は２歳から必要となります。
※いぶきの里スキー場クーポン券は当日に限り、
レストラン、売店にて金券としてご利用出来ます。

※マスクを必ずご着用ください。
(マスクの着用がないお客様は、ご乗車をお断りさせていただきます。)

※ご乗車時、体温を測らせて頂きます。
(体温が37.5 度以上のお客様は、ご乗車いただけません。)

※車内での会話を控えてください。

〘要予約〙

いぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナーいぶきライナー

造雪 ・ 降雪機の概要

降雪機 ； ファンタイプ 12 台
　　　　　　ガンタイプ 20 台

(土・日・祝日）

※詳しくは、いぶきの里スキー場ホームページをご確認ください。

床暖房休憩室

キッズパーク

側入口

ゲレンデ

レストラン
飲食スペース

※お弁当持ち込み不可

喫煙スペース

スクール窓口

団体窓口

リフト券販売・返却窓口

食器返却口

レストラン購入場所

チケットカウンター

売店

※レンタルショップはセンターハウス

一階の玄関を出て正面の建物です。

②入場時の
　検温

（お客様へ下記コロナウイルス対策のご協力をお願いしております。）

①マスクの
　着用

③手の消毒 ④他の方との

　距離の確保

※ご来場時のコロナウイルス対策について

※マスクの着用が
　ない場合は、
　ご入場頂けません。

※３７．５度以上の
　発熱が確認できた
　お客様は、ご入場
　頂けません。

⑤接触確認
　アプリの
インストール
※接触確認アプリ
　「COCOA」の利用を
　推奨いたします。

ご利用の皆様に
　この度の新型コロナウイルス渦、 ウインタースポーツの
スキー ・ スノーボード ・ そり遊びをご計画されている事とご推察致します。
　付きましては、 感染症予防ガイドラインを設定し予防対策を徹底、
皆様に快適で楽しいスキー ・ スノーボード ・ そり遊び ・雪遊びを
お楽しみ頂きたいと考えています。
　期間中状況により直ちに施設利用又、 イベントなど
中止や変更を要す場合がございます。 ご了承ください。
　ご来場お待ちしております。



※簡易宿泊施設です
（千屋温泉ではありません )

※ご予約の受付は宿泊前日の午前中まで！
　団体利用は事前振込をお願い致します。
　2 名様より受付けております。最大 44 名まで宿泊可能‼

一 般

半日（２ 時間） １日（４ 時間） 条 件

スクール（スキー・スノーボード）

4,000円 6,000円 小学生以上

※スクール受付時間／8： 00～10： 00 12： 00～13： 00

※レッスン時間／10： 30～12： 30 13： 30～15： 30

※スクール受講中のリフト券は無料です。

リフト1日券会 員 特 典

2,000円引き入 会 日

男性限定

土日祝日

2,000円引き　（平日のみ）

1,000円引き　（平日のみ）

600円引き

400円引き

ご家族同伴の場合
（小学校以下のお子様）

女性限定

2名様まで

※いぶきライナーをご利用の場合は、クーポン券の購入は不要です。
   （要予約・ご予約時にいぶき会員とお申し出ください。）
※会員割引は「瀬戸大橋割引」と併用できます。
※団体は対象外となります。
※会員登録の重複があった場合即時登録抹消となりますのでご注意
   ください。

いぶき会員

ウェア

スキーブーツ

スノーブーツ

ヘルメット

90～150、SS～5L

16.0～22.0、S～LL

S～XL

レンタルサイズ

スノーボードブーツ

15.0～31.0

18.0～30.0

※食事券は、場内のレストラン『ふぶき』にて1,000円以下のお食事(１ドリンク付)
   にご利用できます。尚、レストラン営業時間内にご利用下さい。
※回数券をご購入のお客様はキッズパークへの入場はできません。
※ソリの貸出はレンタルショップで行っております。
※スキー・スノーボードの板を装着されていない方は、リフトに乗ることが出来ません。
※団体の方は、事前にご予約下さい。（特典あり）
※割引の併用は原則できません。

子供対象イベント 割引の日

平日はお得プランがいっぱい!

大人お一人様 4,900円
子供お一人様 3,000円

❅10名様(大人）から予約受付

食事パック

４ 時間券

子供（２歳以上）・ 大人とも

１ 回 券 400円 400円

券 種
キッズパーク券

2,300円
※一日入退場自由

５ 時間券 3,600円 2,600円

1日 500円
３ 時間券 3,000円 2,000円

3,300円

3,900円

※時間券以上で
入場できます。

リフト券保証料
チケットケース

１日券 4,000円 3,000円

大人（中学生以上）
子供（小学生以下）
シニア（６５歳以上）

500円（ リフト券返却時に返金）

300円

３ 時間券

4,900円

積雪状況はHPのライブカメラにてご確認下さい

・二段ベッド2台

・ロッカー、エアコン完備

・タオル

・歯ブラシ付き

・トイレ、風呂共同

❅レンタル（大人）10セット以上

❅送迎車両の都合上、同一車両にて複数組の送迎

❅ご予約は1週間前までに

❅送迎地域は岡山・倉敷・福山・備前・（高松）他

団体歓迎‼　大学までお迎え

会員募集中！特典チェックしてね♪

シーズン券

◯顔写真入りリフト券を発行します。
◯ご来場日はチケットカウンターでチャージ
◯万が一、紛失された場合は発券費用1,000円で再発行可能です。
　　（確認のため身分証をご提示ください。）
※別途、会員手数料1,000円が必要になります。

ワンシーズン滑り放題！

◯瀬戸大橋割引(他の割引と併用可)
　 瀬戸大橋通行料金領収証を提示していただくと
　 １日リフト券が１枚に付き４名まで５００円割引

となる場合があります。

大人限定イベント(中学生以上）大人限定イベント(中学生以上）

みんなでイベントみんなでイベント

大人お一人様

子供お一人様

1,300 円

1,500 円

「キッズパーク券 +昼食 +1 ドリンク」
❅ 大人は ❅

キッズパーク券 +そり +昼食
+がんばりメダル +1 ドリンク

送迎 +リフト 1日券 +食事券 (1,000 円分）

リフト１日券+スキーor ボードset + ウェアset

+ 食事券（1,000 円分）

大人お一人様　8,800 円

子供お一人様　6,800 円

ご予約下さい。

❅お一人様より受付可

❅ご来場日前日の午前中までに

お子様限定イベント（小学生以下）お子様限定イベント（小学生以下）

大人 子供・シニア

40,000円 30,000円

今シーズンも
たくさんの人に
会いたいな♡

※利用人数により日程調整をお願いする場合がございます。

をそろえてお待ちしております

小谷

リフト券2日（8,000円）分付きでお得 ★宿泊プラン料金表

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

朝食・寝具付き
２，５００円

キッズパーク
入場料５００円

食事・寝具なし
無料

22,000

12,000 9,800

3,500

子供

8,900

20,800 15,900
1泊2食＋リフト券付き＋スキーまたは
スノーボード＋ウェアセット

10,800

セット内容 大人

・スノーボードセット

※いずれか1セットの料金

・スキーセット ・ウェアセット

5,000

幼児

平日

土日祝
年末年始

レンタル
二日間

1泊2食＋リフト券付き

1泊2食＋リフト券付き＋スキーまたは
スノーボード＋ウェアセット

16,800

1泊2食＋リフト券付き

子供/日単品 レンタル

1,500円

スノーブーツ 2,000円 1,500円

ストック 500円

板 2,500円

ヘルメット 500円

ソ リ 500円

スキー・スノーボード
　　　　ブーツ

2,000円 1,500円

大人/日

スクールリフト券は、受講後の引換となります。

スクールリフト券
大人

1,100円
1,600円

子供

ｽﾍﾟｼｬﾙ千屋牛

ガラガラ抽選会

来シーズンのシーズン券
ファイナルウィークは

来シーズンのシーズン券
が当たるチャンス！

昨シーズン当選された方は
交換を忘れずにね★

※事前予約 HP予約サイトは2日前の23時59分まで受付可
FAXでご予約の場合は、前日の午前中までに送信をお願い致します。

レンタル（1日）

スキー

セット レンタル
大 人 子 供 大 人 子 供

（板・ブーツ・ストック）

スノーボード
（板・ブーツ）

ウェア
3,500円 2,500円 3,000円 2,000円

（上・下）

3,500円

3,500円

2,500円 3,000円 2,000円

当日レンタル

2,500円 3,000円 2,000円

事前予約

※ご利用時間 営業時間内

来シーズンのシーズン券
ファイナルウィークは

来シーズンのシーズン券来シーズンのシーズン券来シーズンのシーズン券来シーズンのシーズン券
が当たるチャンス！

昨シーズン当選された方は
交換を忘れずにね★

笹尾

団 体 20,000円 28,000円 ８名まで
20,000 円プライベート 15,000 円

 常田

 西尾

2021/12 2022/1
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

12 13 14 15 16 17 18 1
✰オープン！ 新春ゴエンGET

オープン感謝デー 初笑い抽選会

19 20 21 22 23 24 25 2 3 4 5 6 7 8
わーにーズ感謝デー

大人限定 子供限定

26 27 28 29 30 31 9 10 11 12 13 14 15
ビンゴゲーム いぶきの日 ビンゴゲーム

子供限定 大人限定 スキー子供の日

16 17 18 19 20 21 22
ビンゴゲーム わーにーズ感謝デー

23/30 24/31 25 26 27 28 29
※積雪状況によりオープン日が延期になる場合は通常料金になります ビンゴゲーム ビンゴゲーム

2022/2 2022/3
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ビンゴゲーム ビンゴゲーム

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
新見市長杯 いぶきの日 わーにーズ感謝デー ビンゴゲーム わーにーズ感謝デー

スペシャル千屋牛 スキー子供の日

ガラポン抽選会

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
ビンゴゲーム ビンゴゲーム ビンゴゲーム ビンゴゲーム

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
ビンゴゲーム いぶきの日 わーにーズ感謝デー 営業終了予定日

スキー子供の日

27 28 27 28 29 30 31
ビンゴゲーム

わーにーズOPENデー

ＨＡＰＰＹクリスマス

年末ジャンボ抽選会

初笑い抽選会

✰ファイナルウィーク

スキー・スノーボードお楽しみウィーク

☆わーにーズOPENデー

入場料半額

1 日リフト券が
みんな 2,000 円

☆OPEN感謝デー

リフト券一律2,000円

※プランの詳細につきましては
　弊社公式H Pをご覧ください。


