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雪体験

・団体は対象外となります。

・ロングナイターでの会員割引の適用はありません。

・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。

　 （※事前にご予約が必要です）

・会員割引は「瀬戸大橋割引」以外の割引及び他の特別割引料金と

　併用はできません。

いぶき会員募集中！　特典チェックしてね♪

いぶきジュニアアシスト

※ 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。

※ 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ご乗車の時にご購入下さい。

「行」新見駅9:00出発ー「帰」スキー場16:45出発

新見駅よりスキー場まで毎日運行

※ JRはお得で便利な1日乗り放題切符（おでかけパス）が
ご利用できる期間があります。（詳しくは最寄り駅へ）

　いぶきライナー　（要予約）
JRお出かけパス利用といぶきライナーで行くいぶきの里スキー場

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出来ますよう、 ゲレンデメイクに努めます！！

レンタルショップ (ｾﾝﾀｰﾊｳｽ１階向かい側）
　　営業時間　８：００～１７：００
　　　（ロングナイター　１８：００～２４：００）
　　レンタルショップ前には、スキーやボードを洗って
　　いただけるよう水道とエアーを用意しておりますのでご利用下さい。（無料）

ゲレンデ側
床暖房休憩室

ご利用時間　９：００～１６：３０
床暖房完備で靴を脱いでゆっくり休憩！
コインロッカーあり

個室休憩室（有料）
家族や友達同士で周りを気にせずリラックスタイム
レギュラー時間（９：００～１６：３０）
　3,000円/室
※詳しくはお問い合わせ下さい

施設案内

2017-2018season2017-2018season

JRお得企画「お出かけパス」を

　   ご利用のお子様に特別プラン

キャッシュバックキャンペーン

5００円をキャッシュバック

（四国エリアの方は1,000円）

お得なセットプラン

　リフト１日券 

　（ｽｷｰorﾎﾞー ﾄﾞ）レンタル

　食事券

さらに！！

造雪 ・ 降雪機の概要

造雪機 ； フレークアイス
　　　　　　240ｔ/D 一式
降雪機 ； ファンタイプ 12 台
　　　　　　ガンタイプ 20 台

こども団体専用企画

HP をチェック！！

3,500円
4,000円

平日

土日祝
年末年始

201
7.1

2.1
6

ロングナイターも

あるよ！！

センターハウス１階
　　○更衣室（男子・女子）
　　　営業時間　８：００～１７：0０
　　　（ロングナイター営業の場合24：00まで）
　　　・コインロッカー完備
　　　・女子更衣室にドレッサールーム＆トイレ完備
　　○１階入口にコインロッカー・乾燥機あり

センターハウス２階
チケットカウンタ—
　　各種プランご予約の方は団体窓口にお越しください
レストランふぶき
　　営業時間　８：００～１７：００
　　（ロングナイター　屋台こふぶき開店　１８：００～２３：３０）
　　ボリューム満点！豊富なメニュー（週替わりメニューもあり）
　いぶき名物ソースカツ丼や海鮮丼がおすすめ♪
売店
　　営業時間  ８：１５～１６：４５
　　　（ロングナイター　１８：１５～２３：３０）
　　　スポーツ用品、お土産、お菓子が充実。たばこ、お酒の販売も。
　　　いぶきの里スキー場オリジナル商品もあり
　　　お土産にいかがですか？

入口
（１階）

●瀬戸大橋割引
　瀬戸大橋通行料金領収証を提示していただくと
　6 時間券以上のリフト券が 1 枚に付き 4 名まで
　500 円割引！

※施設内への飲食の持ち込みはご遠慮いただいております

中国自動車道　新見 IC から車で３０分
米子自動車道　溝口 IC から車で３０分

お車は国道から直接、第 1 駐車場へ。
無料シャトルバスがセンターハウスまで
巡回しています。（土・日・祝日）

（土・日・祝日）

入会金

入会日特典

女性限定

男性限定

土日祝日

ﾘﾌﾄ１日券

ﾘﾌﾄ１日券

ﾘﾌﾄ１日券

ﾘﾌﾄ１日・6時間券

ﾘﾌﾄ１日・6時間券

2,000 円引き

2,000 円引き (平日のみ）

1,000 円引き（平日のみ）

400 円引き

600 円引き

1,000 円

ご家族同伴の場合（小学校以下のお子様）2名まで スキー場宿泊施設
( 駐車スペースあり）



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
新春ゴエンGET ロングナイター

子供限定 大人限定 子供限定 わーにーズ感謝デー

16 7 8 9 10 11 12 13
☆OPEN ビンゴゲーム いぶきの日 ロングナイター

OPEN感謝デー ガラポン抽選会 ビンゴゲーム

ｽｷｰ子供の日

17 18 19 20 21 22 23 14 15 16 17 18 19 20
ビンゴゲーム ロングナイター

OPEN感謝デー わーにーズ感謝デー

ｽｷｰ子供の日

24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27
ビンゴゲーム ロングナイター

ビンゴゲーム

子供限定

31 28 29 30 31
ビンゴゲーム

大人限定

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3
ロングナイター わーにーズ感謝デー

わーにーズ感謝デー

（豆まき）

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
新見市長杯 ロングナイター ビンゴゲーム ビンゴゲーム

ビンゴゲーム

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
ビンゴゲーム いぶきの日 ロングナイター ビンゴゲーム ｽｷｰ子供の日

ガラポン抽選会 わーにーズ感謝デー

ｽｷｰ子供の日 ｽｷｰ子供の日

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21
ビンゴゲーム ロングナイター 営業終了予定日

ビンゴゲーム

25 26 27 28
ビンゴゲーム

月 火 水 木 金

2017/12

☆年末ジャンボ
抽選会

わーにーズOPENデー

☆ファイナルウィーク

お楽しみウィーク

☆初笑い抽選会

ｽﾍﾟｼｬﾙ千屋牛
ガラポン抽選会

スキー・スノーボードお楽しみウィーク

土日

☆ファイナルウィーク

HAPPY
クリスマス

2018/32018/2

☆年末ジャンボ
抽選会HAPPY

クリスマス

2018/1

　大人　1,600円　　子供　1,100円

　スクールリフト 券は、受講後の引換となります。

５ 時間券 3,600円
６ 時間券 3,800円 4,700円

2,600円
2,800円

※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

○スクールリフト券（ スクール受講後に利用できます）

団　体 20,000円 28,000円 ８名まで
プライベート 12,000円 20,000円 ２名まで

一　般 4,000円 6,000円 小学生以上

半日（ ２ 時間） １日（ ４ 時間） 条 件

ウエア　下 2,500円

3,000円 2,000円

1,500円

（上・下）
ソ リ 500円 500円

※ロングナイターでご使用の方は、18：00からの貸出になります。
※ご利用時間   営業時間内　　

※事前予約は前日の午前中までにお願いします。

ストック 500円 500円

（板・スキーブーツ）

ウェアセット 3,500円 2,500円 3,000円 2,000円

2,500円

（板・ブーツ）

ヘルメット 500円 500円
ファンスキーセット 3,500円

ウエア　上 2,500円 1,500円

2,000円

2,500円 1,500円

（板・ブーツ・ストック）
ブーツ 2,000円 1,500円

スノーボードセット 3,500円 2,500円 3,000円

スキーセット 3,500円 2,500円 3,000円 2,000円
板

大人/日 子供/日
大 人 子 供 大 人 子 供

※都市名は一例です。詳細はお問い合せください。

※別途、会員手数料1,000円が必要になります。

セット レンタル
 当日レンタル 事前予約

単品 レンタル

りょうま券 30,000円 24,000円 高知
坊ちゃん券 30,000円 24,000円 愛媛

さぬき券 35,000円 27,000円 香川
なると券 35,000円 27,000円 徳島

券　　種 大人 子供 地　域
通　常　券 40,000円 30,000円

※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）

リフト券保証料      500円 （ リフト券返却時に返金）
おにっこチケットケース      300円

※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。

ロングナイター 3,000円 3,000円 レンタルショップにて

ﾛﾝｸﾞﾅｲﾀｰ22:00～24:00 2,000円 2,000円

2,300円
※一日入退場自由

１日券 4,000円 4,900円 3,000円 3,900円 ※ソリ 貸出500円 

3,700円

１ 回 券         300円         300円
３ 時間券 3,000円 2,000円
４ 時間券 3,300円

1日　500円

券　　種
大人（ 中学生以上） 子供（小学生以下） シニア（５０歳以上） キッズパーク券

ﾘﾌﾄ券のみ 食事ﾊﾟｯｸ ﾘﾌﾄ券のみ 食事ﾊﾟｯｸ 子供（２歳以上）・ 大人とも

団体送迎
レギュラーパック

送迎＋ﾘﾌﾄ1 日券＋食事券 (1,000 円分 )

大人お一人様　　4,900 円

子供お一人様　　2,500 円
★10 名様 ( 大人 ) から予約受付
★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
★送迎車両の都合上、 同一車両にて複数組の
　　　　　送迎となる場合があります。

平日限定プラン

いぶきパック

イベントカレンダー

ﾘﾌﾄ1 日券＋ｽｷｰorﾎﾞｰﾄﾞ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
★お一人様より受付可
★ご来場日前日の午前中までにご予約下さい

保育園・幼稚園団体
いぶきっず

ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ券＋そりレンタル＋昼食

＋がんばりメダル＋1 ドリンク

★引率者は 「ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ券＋昼食＋1 ドリンク」

お一人様

1,300 円

お
得

ガラポン・ビンゴで豪華景品を当てよう！

子供対象イベント 割引の日

宿泊セット宿泊セット

※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 名様より受付ております。 最大 44 名まで宿泊可能！！

※簡易宿泊施設です。
　（千屋温泉ではありません）

すき焼き又は海鮮寄鍋
＋2,500円で千屋牛しゃぶしゃぶ

夕食夕食

送迎サービス 平日大人10名以上
土日祝15名以上

温泉入浴割引券プレゼント
大学生限定パック（平日限定）

１泊２食
リフト券付 8,980円（お一人様）

団体歓迎！！　大学までお迎え

リフト券 2日分付でお得

大人 子供 幼児

1泊2食

ﾘﾌﾄ券付
9,800 7,900

1泊2食

ﾘﾌﾄ券無
6,500 5,300

朝食寝具付き

　　2,500円

1泊2食

ﾘﾌﾄ券付
11,000 8,800

食事寝具無し

　　無料

1泊2食

ﾘﾌﾄ券無
7,500 5,500

ｽｷｰ又はｽﾉﾎﾞｰ

　+ｳｪｱセット
9,500 6,500

キッズパーク

入場料500円

ｽｷｰ又はｽﾉﾎﾞｰ

　セット
4,750 3,250

平

日

年

末

年

始

土

日

祝

　

２

日

分

レ

ン

タ

ル

手ぶらで

楽しめる♪

【料　金　表】

レンタル（1日・ロングナイター）

スクール（スキー・スノーボード）

シーズン券

平日限定プラン

週末はイベントがいっぱい‼

笹尾 ◎スキー子供の日 ： 子供一日リフト券 1,500 円

◎参加条件 ： リフト券 ( 回数券を除く ) ・
　　　　　　　 　 キッズパーク券をご購入のお子様
★年末ジャンボ抽選会 ： ガラポン抽選会
★新春ゴエン GET ：〝ゴエン″つかみ取り
★初笑い抽選会 ： ガラポン抽選会
★わーにーズ感謝デー ： お菓子まき
★ビンゴゲーム

◎参加条件 ： 大人リフト時間券以上をご購入の
　　　　　　　　　お客様 ( 優待券 ・ 1000 円券 ・
　　　　　　　　　2000 円券を除く )
★年末ジャンボ抽選会 ： ガラポン抽選会
★初笑い抽選会 ： ガラポン抽選会
★いぶきの日 ： ガラポン抽選会
　

( イベントごとに参加条件は異なります）
★HAPPY クリスマス ： リフト券返却時にお菓子のプレゼント
　対象 ： キッズパーク券 ・ リフト券 ( 回数券を除く）
　　　　　をご購入のお客様
★スペシャル千屋牛ガラポン抽選会
　対象 ： リフト 1 日券をご購入のお客様
★ファイナルウィーク ： ガラポン抽選会
　対象 ： リフト券 ( 回数券を除く） をご購入の
　　　　　　お客様

12/16・17OPEN 感謝デー
リフト券一律 2,000 円

1.2 月の土曜日はロングナイター営業

年末年始のガラポンは
　　超豪華な景品がい～っぱい★

　　　　お楽しみに‼

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

ご利用の感謝を込めて
今シーズンも 3月は

ＡＬＬ平日プランで対応

人工降雪機ファンタイプ稼働ももっこ おにっこ

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

昨シーズンは５名が GET

一日リフト券半額

シーズン始めから終わりまで

イベント盛りだくさんで

ご来場お待ちしております

週末はこどもたち集合！

ビンゴゲームやお菓子まき

リフト券（回数券除く）
で入場可

廣高
ロングナイター
18：00 ～ 24：00
1 月・2月土曜日

（天候状況により営業できない場合があります。
HP で確認してお越しください）

わーにーズ 12/25
オープン

25・26・27 日は入場券半額！

（積雪状況によりオープンが延期になる場合があります）

大人限定イベント（中学生以上）

みんなでイベント

お子様限定イベント（小学生以下）


