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New
キッズパーク団体様専用プラン

いぶきっず
ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ入場料 +特製ﾒﾀﾞﾙ+ 昼食 +1ﾄﾞﾘﾝｸ

お一人様 1,300 円
●15 名様以上の平日限定プランです。
●引率の方は「キッズパーク入場料＋昼食＋1ドリンク」です。
●記念写真は 1枚につき 100 円となります。（事前予約）

平日限定お得なプラン
　　　　　　　　　　（要予約）

団体専用

初心者向け （1名様より受付可）

いぶきパック
リフト１日券 +ｽｷｰorﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ+ｳｴｱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+1,000 円お食事券

大人お一人様 8,800 円
子供お一人様 6,800 円

●前日の午前中までにご予約ください。
※当プランはお申込者ご本人のみの利用で、分割利用は
できません。

リフト券 2日分 +夕食 +朝食
お一人様

9,800 円より

※グループ割引やリピーター割引などお得なサービス有。
※宿泊施設までスキー場から徒歩 3分程度です。

安藤

共通注意事項
※各プランは予約制です。
※プランの料金にはリフト券保証料が含まれておりません。
　 リフト券紛失の場合は 500 円頂きます。
※土曜、日曜、祝日、年末年始及び特定日を除きます。

宿泊パック （要予約）

送迎付団体様専用プラン

送迎付レギュラーパック
リフト１日券 +1,000 円お食事券 +無料送迎ｻｰﾋﾞｽ

大人お一人様

●10 名様以上（大人）の平日限定プランです。
●無料送迎地域は、岡山・倉敷・児島・総社・高梁・備前
　・福山・米子・松江などです。

子供お一人様

4,900 円
2,500 円

平日

土日祝等特定日11,000 円より

JR 新見駅よりスキー場まで毎日運行

いぶきライナー （要予約）

いぶきの里スキー場クーポン券

大人 ・子供お一人様 1,000 円
●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。
●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
　にて金券として利用できます。
●[行 ]新見駅 9：00 出発　ー　[帰 ]スキー場 16：45 出発
※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。（詳しくは最寄駅へ。）

詳細はＨＰかチラシでご確認下さい

地域貢献新見市在住の

小学生限定 得 パック

詳しくはお問い合せ下さい

歓迎諸位的光臨
여러분의 행차를 기다리고 있습니다 
詳細請詢問
자세한 내용은 문의해 주십시오 

金蘭

詳細はＨＰでご確認下さい

大学生専用宿泊パック
リフト券 2日分＋夕食＋朝食

お一人様 8,980 円より
●平日限定プランです。
※グループ割引やリピーター割引などお得なサービス有。

オートゲートが新しくなりました。
キッズパークへの入場もオートゲートになります。
リフト券・キッズパーク券保証料は５００円です。

リニューアルしました。わかりやすく情報をお伝え致します。
ゲレンデがリアルタイムでチェックできます。

レンタル割引券
　セットレンタルをされた方に次回ご利用のレンタル割引券を
　プレゼント！
　大人　500 円引　　子供　200 引
　※チケットカウンターにて当日のレンタルレシートを
　　ご提示後、割引券を発行。
　★事前予約割引との重複利用できます。

レンタル団体割引（要予約）
　セットレンタルを 10 セット以上ご利用で１セットにつき　　
　1,000 円割引
　※チケットカウンターにて一括支払いの場合
　※割引の併用はできません。

リフト券
　オールナイト営業時のリフト券が変更になりました。
　18:00 ～ 24:00 までのナイター券、
　5:00 ～ 7:00 までの早朝券が登場！
　子供料金を設定致しました。
　詳しくはリフト券料金表をご確認下さい。

休憩室
　床暖房休憩室がオールナイト営業時間内に利用可能。
　ゆっくり休憩できます。毛布の貸出有。
　利用時間：18:00 ～翌朝 7:00

オールナイト

レンタル

ホームページ

オートゲート



料金表

施　設

レストランふぶき
営業時間　8：00 ～ 17：00
　　　　　オールナイト 18：00 ～翌朝 7：00
　ボリューム満点！豊富なメニュー
　いぶき名物ソースカツ丼や海鮮丼がおすすめ♪

託児ルーム　「トムソーヤ」 （要予約）
お預り時間　9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 16：00
料金　半日　3,000 円　　1日　5,000 円
対象年齢　2～ 6歳（未就学児）
　お子様を預けて安心してスキーを楽しもう！
（当日でも受付可能な場合もあります）

ザ ・屋台
営業時間　10：00 ～ 16：00
　　　　　土日祝日のみの営業です
　名物たこやきを是非♪

焼肉イベント亭
営業時間　10：00 ～ 15：00
焼肉食べ放題　大人　2,520 円
　2名様より申込可
　（平日に限り要予約）
　※人数によっては焼肉イベント亭の貸切も致します

売店
営業時間　8：00 ～ 17：00
　　　　　オールナイト 18：00 ～翌朝 7：00
　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？

　　　　

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（9：30 ～ 16：30）
　3,000 円 / 室
オールナイト時間（20：30 ～ 7：00）
　4,800 円 / 室
※詳しくはお問い合せ下さい

岩城

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　7：00 ～ 17：00
　　　　　オールナイト　18：00 ～翌朝 7：00
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を用意致しております。
また、コンプレッサーも使用できますので、ご利用下さい（無料）。

大月

センターハウス 1階
　　○更衣室（男子・女子）
　　　営業時間　8：00 ～ 17：15
　　　　　　　　オールナイト　翌日の営業終了時間まで
　　　・コインロッカー完備
　　　・女性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・自販機あり

休憩室
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

センターハウス２階

ゲレンデ側

◇スクール

スキー 半日（２時間） １日（４時間） 条 件

一　般 3,000円 4,500円 ７歳以上

プライベート 12,000円 20,000円 ２名まで

団　体 20,000円 28,000円 ８名まで

スノーボード 半日（２時間） １日（４時間） 条 件

一　般 3,000円 4,500円 中学生以上

ジュニア 4,000円 6,000円 ８歳以上の小学生

プライベート 12,000円 20,000円 ２名まで

団　体 20,000円 28,000円 ８名まで

※スクール受付時間／8：00～9：30　　12：00～13：30

※レッスン時間／10：00～12：00　　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）

　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。

◇セットレンタル料金

一　般 事前予約

スキーセット
（板・ブーツ・ストック）

ボードセット
（板・ブーツ） 子ども
※フリーチェンジ制 （小学生以下）

ウェアセット 大人 4,000円 3,500円

（上・下） 子ども 2,500円 2,000円

※ご利用時間   営業時間内　　※オールナイト料金は一日の料金と同じです。

※フリーチェンジ制／１日セットレンタルされた方は、12時以降にご希望の

　　　　　　　　　　スキー・スノーボードセットと交換できます。

◇単品レンタル料金
大　人 子ども

板（各種） 2,500円 1,500円

ブーツ（各種） 2,000円 1,500円

ウエア（上） 2,500円 2,000円

ウエア（下） 2,500円 2,000円

ストック 500円 500円

ヘルメット 500円 500円

2,500円 2,000円

一日レンタル料金

大　人 4,000円 3,500円

◇キッズパーク『わーにーズ』料金
大人 子ども

一日 500円 1,000円
リフト券保証料

※一日、入退場自由。　※営業時間／8：00～17：00
※対象／小学生以下のお子様と保護者の方
※ソリ無料貸出

500円（リフト券返却時に返金）

◇リフト料金（オールナイト）
大人 子ども

１回券   300円   300円
オールナイト券 4,000円 3,000円

ナイター券 18:00～24:00 3,200円 2,500円
深夜券 0:00～7:00 2,500円 2,000円
早朝券 5:00～7:00 1,500円   800円

リフト券保証料

土曜日　18:00～翌朝7:00

500円（リフト券返却時に返金）

オープン感謝デー  ・・・・・１日リフト券　2,000 円（大人・子ども一律）

わーにーズ OPEN ウィーク ・・キッズパーク入場料　半額（子供のみ）

わーにーズ感謝デー  ・・・・キッズパーク入場料　半額（子供のみ）

レディースデー  ・・・・・・１日リフト券　2,500 円（女性会員限定）

スキー子供の日  ・・・・・・子供 1日リフト券　1,500 円

年末ジャンボ抽選会  ・・・・12/30、31　豪華賞品あり

初笑い抽選会  ・・・・・・・1/1、2　豪華賞品あり

いぶきの日　・・・・・・・・つかめ !! いぶきの日お菓子大作戦
　　　　　　　　　　　　　　　 （キッズパーク内にて）

ビンゴゲーム　・・・・・・・豪華賞品あり
　　　　　　　　　　　　　　　 （キッズパーク入場証
　　　　　　　　　　　　　　　  ・子供リフト券をお持ちのお子様対象）

最長の急斜面を高速パラレ
ルで、ウェーデルンで思う
存分お滑り下さい。
天気の良い日は山頂から大
山・日本海が見渡せます。

スクールで使用するなど、初
心者のこっそり練習するのに
おすすめなコース。

営業は、積雪状態・天候により変更する場合もございます。
詳しくはＨＰ又は電話にてご確認の上ご来場下さい。

滑る楽しさを思いっきり味
わいたい中級者・上級者に
最適なコースです。
ボーダーに人気のチャンピ
オンバレー。

スネーキーコース

営業時間　　　 通常   　8:00 ～ 17:00
オールナイト（土曜）　18:00 ～翌朝 7:00

長さ 250m 平均斜度 12°で、
コース下部が広くゲレンデ全
体が見渡せる。
お子様が一人で滑っても安心
のコースです。

イベント盛りだくさん！

積雪量と雪質には恵まれているが、
人工造雪機と人工降雪機の稼動で更
に安定した積雪で、楽しい滑りがで
きます。

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。

バス駐車場

一般無料駐車場

至　米子方面

国道１８０号

至　新見・岡山方面 スキー場簡易宿泊施設

イベント情報

ボードパーク

安全に、より滑りやすく。を
テーマに今シーズンも整備し
ました。いろいろな滑りをお
試し下さい。
オールナイトのコースです。

テクニカルコース

チャンピオンバレー

センターコース

ワニのエアドーム、大型滑
り台がちびっ子のお友達を
お出迎え。区画されたエリ
アで安全・安心。ベルトコン
ベア登坂で「らくちん」思
いっきりソリ遊びができ、
ご家族で楽しめる。

キッズパーク「わーにーズ」

日 月 火 水 木 金 土
11/27 11/28 11/29 11/30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
OPEN

ｵｰﾌﾟﾝ感謝ﾃﾞｰ

18 19 20 21 22 23 24
レディースデー ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸOPEN オールナイト

わーにーズOPENｳｨｰｸ

25 26 27 28 29 30 31
レディースデー

オールナイト

2011年12月

年末ジャンボ抽選会

2012年1月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
レディースデー オールナイト

ビンゴゲーム わーにーズ感謝デー

8 9 10 11 12 13 14
ビンゴゲーム いぶきの日 レディースデー オールナイト

ビンゴゲーム

15 16 17 18 19 20 21
ビンゴゲーム レディースデー オールナイト

スキー子供の日

22 23 24 25 26 27 28
ビンゴゲーム レディースデー オールナイト

ビンゴゲーム

29 30 31 2/1 2/2 2/3 2/4
ビンゴゲーム レディースデー

初笑い抽選会

2012年3月
日 月 火 水 木 金 土

2/26 2/27 2/28 2/29 1 2 3
オールナイト

わーにーズ感謝デー

4 5 6 7 8 9 10
ビンゴゲーム レディースデー オールナイト

スキー子供の日

11 12 13 14 15 16 17
ビンゴゲーム レディースデー オールナイト

18 19 20 21 22 23 24
ビンゴゲーム 営業終了予定日

25 26 27 28 29 30 31

ファイナルウィーク

2012年2月
日 月 火 水 木 金 土

1/29 1/30 1/31 1 2 3 4
オールナイト

わーにーズ感謝デー

5 6 7 8 9 10 11
ビンゴゲーム レディースデー オールナイト

ビンゴゲーム

12 13 14 15 16 17 18
ビンゴゲーム レディースデー オールナイト

スキー子供の日

19 20 21 22 23 24 25
ビンゴゲーム レディースデー オールナイト

ビンゴゲーム

26 27 28 29 3/1 3/2 3/3
ビンゴゲーム レディースデー

◇ファミリーリフト券（会員様限定）　※１日券のみ対応。

券　種 大人・子ども人数 リフト券のみ 食事パック
ひよこ券 大人1人 子ども1人 6,000円 7,800円
うさぎ券 大人1人 子ども2人 8,500円 11,200円
きりん券 大人2人 子ども1人 9,500円 12,200円

リフト券保証料

◇シーズンリフト券（遠距離割引）
券　種 大  人 子ども・シニア 県　名

通　常　券 40,000円 30,000円
さぬき券 35,000円 27,000円 香　川
なると券 35,000円 27,000円 徳　島

りょうま券 30,000円 24,000円 高　知
坊っちゃん券 30,000円 24,000円 愛　媛
法　人　券

※都市名は一例です。詳細はお問い合せください。

1名につき500円（リフト券返却時に返金）

50,000円(※1日１人。無記名)

廣高

石田

◇リフト料金

リフト券のみ 食事パック（食事付） 焼肉パック リフト券 食事パック（食事付） 焼肉パック

１回券   300円   300円

３時間券 3,000円 2,000円

４時間券 3,300円 2,300円

５時間券 3,600円 2,600円

６時間券 3,800円 4,700円 2,800円 3,700円

８時間券(1日券） 4,000円 4,900円 3,000円 3,900円

リフト券保証料

チケットケース

※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。
※食事券は、焼肉食べ放題などに変更可。差額のみお支払い下さい。料金に食事券（1,000円）を充当致します。
※団体割引料金は、１５名様以上（平日は１０名以上）で１割引とします。（要予約）

券　種
子ども（小学生以下）シニア（５０歳以上）

1日リフト券＋
焼肉食べ放題

（平日に限り要予約）

平日　　5,200円

土日祝　5,700円
★待たずにお食事★

1日リフト券＋

焼肉食べ放題

（平日に限り要予約）

※50歳以上の方は

大人料金となります

平日　　2,900円

土日祝　3,400円

★待たずにお食事★

500円（リフト券返却時に返金）

大　人（中学生以上）

300円

●リフト券のみ
●キッズパーク
●スクール
★その他特典有。
　　今シーズン限定
　　 500 円食事券プレゼント！ (当日限り )

　今後もいろんな特典を計画中♪

※5％割引対象外
　各種パック・団体割引・割引券・
　イベントリフト券・ファミリーリフト券
　スクールリフト券等

いぶき倶楽部の新規入会は
今シーズンより募集致しません。

ゲレンデマップ

イルミネーションコース

いぶき会員

５％OFF

※入会金 1,000 円

待たずにお食事！
「焼肉食べ放題」でランチタイム♪

 ※別途、会員手数料 1,000 円が必要となります。
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