
スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 札幌
 藻岩山スキー場

011-581-0914 1月12日(水)  ポール滑走体験会
 スラローム滑走コースをつくり、競技スキー体験を
 していただきます。

 日向スキー場 0165-26-2577 1月12日(水)  無料開放  終日リフトを無料で開放する。

 ニセコアンヌプリ
 国際スキー場

0136-58-2080 1月12日(水)
 スキースクール
 10％OFF

 ニセコアンヌプリ スキー＆スノーボードスクール
 前日までの予約制で限定10名 スクール10％OFF
 問合せはスキースクール TEL(0136)58-3225
 http://nass.school-info.jp/index.html

【青森県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 岩木山
 百沢スキー場

0172-83-2224  毎週土･日曜日  キッズ雪あそび体験

 まだ一度もやったことがない。そんな初めての
 お子さまに、遊びながらスキーなどの装着から
 転んでも起き上がれる、滑り降りて止まれる
 などを教えます。（５歳以上、小学生以下無料）

 そうまロマントピア
 スキー場

0172-84-2020
 毎週水･土曜日
（1月上旬～
 3月上旬まで）

 ナイタースキー教室
 初級・中級・上級、各コースに分かれて受講する
 ことができるスキー教室
 お一人様５００円（リフト料込み）

 八甲田スキー場 017-738-0343 1月12日(水)  スキーの日
 小学生・中学生ロープウェー無料
 ※窓口にて受付

 モヤヒルズスキー場 017-764-1110 1月9日(日)
 スキーの日イベント
 特別抽選会

 シーズン券を持参したお客様と当日のリフト券
（１日券・半日券・７回券）を購入したお客様を
 対象にした抽選会を開催
 商品はリフト券引換券やヒュッテ食事券など

 まかど温泉スキー場 0175-64-3138
1月12日(水)～
1月17日(月)

 スキーの日  リフト８時間券半額（小中学生）

 奥入瀬渓流
 温泉スキー場

0176-74-2008 1月12日(水)
スキー板試乗会＆キャ
ンディープレゼント

 スキー板試乗会とリフト券購入者全員に
 キャンディーのプレゼント

 八甲田国際スキー場 017-738-8591 1月12日(水)  スキーの日  小学生i以下リフト料金無料

 大鰐温泉スキー場 0172-49-1023 1月12日(水)  スキーの日

 小学生までの初心者を対象とした特別無料
 レッ スンを開催
 ① SAJ公認大鰐スキーアカデミー
　  午前 5名、午後 5名
 ② SIA公認大鰐スキースクール
     午前 5名、午後 5名
 両校とも午前と午後の重複入校はできません
  ※リフト料金は有料となります

【岩手県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 八幡平市
 田山スキー場

0195-73-2650 1月12日(水)  スキーの日

 リフト料金の割引
 大人＝2,720円を1,300円
 小人＝2,090円を1,000円
 ※小人は、中学生以下＆50歳以上

 網張温泉スキー場 019-693-2211
1月10日
(月･祝)

 スキーの日 ゲレンデ餅まき大会

 鉛温泉スキー場 0198-25-2711 1月９日(日)  スキー場まつり
・リフト券半額(回数券は除く)
・お楽しみ抽選会など

 岩山パーク 019-624-4476
未定

1月10日(前後)
 ジュニア・ビギナー
 無料レッスン会

 ジュニア・ビギナーを対象とした無料レッスン
 （午前中のみ）
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【岩手県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 町営湯田スキー場 0197-82-2410 1月12日(水)  スキーの日  中学生以下を無料

 町営志賀来スキー場 0197-85-2914 1月12日(水)  スキーの日  中学生以下を無料

 平庭高原スキー場 0194-72-2944 1月12日(水)  スキーの日  小人リフト券購入者先着５０名様プレゼント進呈

1月 8日(土)
 スキーの日記念
 スノーボード
 ワンコインレッスン

 小学生以上を対象に40名様限定で賠償責任
 保険料の500円だけ頂戴しレッスン
（先着順による当日受付となります）
 主催　JSBA認定スノーボードスクール岩手
 問い合わせ先
 奥中山高原スキー場　（0195-35-3131）

1月 9日(日)
 スキーの日記念
 無料スキー教室

 小学３年生以上を対象に80名様限定で開催
 （事前申込が必要となります）
  主催　一戸町スキー協会
  問い合わせ先
  奥中山高原スキー場　（0195-35-3131）

 八幡平リゾート
 パノラマスキー場

0195-78-2577

 八幡平リゾート
 下倉スキー場

0195-78-3456

 雫石スキー場 019-693-1138 1月12日(水)
 初心者スキー体験
 教室

 初心者（初めてスキーをされる小学1年生以上の
 お子様）を対象とした１コインレッスン
 参加費用　500円
 募集人員   20名
 受付方法　事前予約
 （12月2５日～1月７日 1５:00締切）
 予約先　　雫石インターアルペン スキースクール
　　　　　 019-693-2248

 安比高原スキー場 0195-73-5111 1月16日(日)  スキーの日  小・中学生のリフト１日券半額販売

 村営くのへスキー場 0195-42-2366 1月22日(土)  親子割引の日  親子でリフト券購入のお客様へ割引販売

 夏油高原スキー場 0197-65-9000 1月16日(日)  スキーの日に雪と遊ぼう  雪上宝さがし・じゃんけん大会（予定）

 祭畤スノーランド 0191-39-2020
1月10日
(月･祝)

 祭畤スノーランド
 スキーの日

 中学生以下：リフト料金無料
 中学生以下：スキー・スノボレンタル料金半額
 2000円→1000円

 岩手高原
 スノーパーク

019-693-4000
1月10日
(月･祝)

小学生以下無料開放！  小学生以下、リフト・ゴンドラ無料開放！

【秋田県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 秋田
 八幡平スキー場

0186-31-2020
1月10日
(月･祝)

 ビバ・スキーの日  小学生以下のリフト代無料

 花輪スキー場 0186-23-8000 1月 ９日(日)  スキーの日  小学生以下リフト無料

 水晶山スキー場 0186-23-2424
1月10日
(月･祝)

 全国スキーの日
 初心者無料講習会

 秋田県スキー連盟主催
 スキー・スノーボード初心者無料講習会

 阿仁スキー場 0186-82-3311 1月 9日(日)
 全国スキーの日
 無料講習会

 秋田県スキー連盟主催 　スキー無料講習会
 対象：小学生から大人までの初心者

 大仙市営
 協和スキー場

018-893-2050 1月 9日(日)
 みんなで滑ろう！
 無料講習会

  SAJ公認協和スキー学校指導員による無料講習会
 ・対象：小学2年生以上で１人でリフトに乗れる方
 ・保険料：:500円　リフト代金は自己負担

 鳥海高原
 矢島スキー場

0184-56-2182 1月 9日(日)  無料スキースクール  小学2年生以上を対象とした無料スキースクール

 奥中山高原スキー場 0195-35-3131

1月12日(水)
 yukiyama コラボ
 滑走距離ランキング

 スマホアプリ yukiyama とのコラボイベント！
 滑走距離に応じて、豪華景品が当たるかもしれない
 滑走距離ランキング開催
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【秋田県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 たざわ湖スキー場 0187-46-2011 1月 6日(木)
 スキーレッスン無料
 講習会

 スキーレッスン無料講習会
（参加資格）小学2年生以上でリフトに乗れる方
（準指導員・指導員は除く）

 大仙市
 太田スキー場

0187-89-1788 1月 ９日(日)
「全国スキーの日
 みんなで滑ろう」
 無料講習会

 インストラクターによる無料レッスン
 先着100名(小学2年生以上で）プルークボーゲン
 で滑ることができるレベル以上の方

 ジュネス
 栗駒スキー場

0182-47-3101 1月 ９日(日)
「全国スキーの日
 みんなで滑ろう」
 無料講習会

  秋田県スキー連盟主催
 ・参加無料（但し、傷害保険、賠償責任保険に加入
　 済みであること）
 ・小学２年生以上とし、100名迄
 ・各保険のコピーが必要
 ・リフト券、昼食は各自負担

【宮城県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 みやぎ蔵王
 えぼしリゾート

0224-34-4001 1月12日(水)  スキーの日

 当日、リフト券購入時、レンタル利用の旨を伝えて
 もらった際、レンタル割引券（１日）を進呈
 さらに、オリジナルステッカーをプレゼント
（先着２０名様）

 オニコウベスキー場 0229-86-2111
1月10日
(月･祝)

 スキーの日抽選会  シーズン券やリフト1日券が当たる抽選会の開催

 みやぎ蔵王
 七ヶ宿スキー場

0224-37-3111
1月10日
(月･祝)

 ジャンケン大 会
 大人も子供もジャンケンポン！リフト券などの
 景品もあります

 みやぎ蔵王
 セントメリースキー場

0224-84-5880 1月12日(水)  全国スキーの日  リフト時間券（３・５・７時間券）ナイター券半額

 スプリングバレー
 仙台泉スキー場

022-379-3755
1月10日
(月･祝)

 お子様初心者対象
 無料レッスン

 初心者のお子様対象で初めてのスキー体験をして
 いただく為のサービスとなります。（３歳～
 小学生対象）スキーを始めるきっかけづくり

【山形県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 山形県最上町
 赤倉温泉スキー場

0233-45-2901
1月10日
(月･祝)

 スキーの日
 リフト券購入者に対して草餅をプレゼント
（数量限定）

 黒伏高原スノーパーク
 ジャングルジャングル

0237-41-5555
1月16日(日)
1月23日(日)

 子供の宝探し
 大人の宝探し

 雪の中にカプセルを埋め、よーいドンで決められた
 範囲にあるカプセルを探す
 カプセルの中に書いてある商品等をゲットできる!

 天童高原スキー場 023-657-3628
1月10日
(月･祝)

 スキーの日 １日券半額

 蔵王温泉スキー場 蔵王索道協会
023-694-9617

1月11日(土)  冬のHANABI  竜山ゲレンデにて花火打上

 蔵王ライザワールド 023-679-2311
1月10日
(月･祝)

 スキーの日
 玉こんにゃく無料サービス
 午前中：時間数量限定

 蔵王猿倉スキー場 023-679-2211 1月16日(日)  猿倉スキー こどもの日

・「小人リフト券」購入者に「お菓子のつかみ取り」
・「未就学児」対象の「じゃんけんゲーム」
・SAJ公認「ジュニアバッチテスト」開催
・お猿の餅まき
　等々のイベントを開催して、子供たちに一日楽しん
　でいただく！

 朝日i自然観
 スノー パーク

0237-83-7111
1月10日
(月･祝)

 スキーの日
 フェスティバル

 おたのしみ抽選会など

 西川町民スキー場 0237-74-4055 1月16日(日)  スキーの日

 高校生以下の日中（ナイター含まず）リフト
 料金無料
 食堂にて11:30～12:30まで、とん汁 無料
 サービス（先着100名）
 ※　場合によっては、とん汁サービスは中止
　　 いたします

 湯殿山スキー場 0235-54-6450 1月16日(日)  スキーの日  小学生以下リフト無料



2022年スキーの日（１月１２日）各地の催事予定　（2021～2022シーズン）

【山形県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 休暇村
 庄内羽黒スキー場

0235-62-4270

1月８日(土)～
シーズン終了ま
で毎週土曜日
開催

 スキーこどもの日  中学生以下リフト無料

 櫛引
 たらのきだいスキー場

0235-57-5470 1月1５日(土)  来場者サンクスデー
・高校生以下終日リフト無料
・露天コーナーなど予定

 横根スキー場 0238-62-4518 1月 9日(日)  スキーの日記念イベント
 玉こんにゃく＆大抽選会引換券配付（先着100名様
 限定）

 天元台高原 0238-55-2236 1月 8日(土)
 スキーの日
 「親子宝さがし」

 天元台のサラサラパウダースノーにかくれた宝を
 探せ！ リフト券やお食事券が当たる
 参加無料  10:30～　会場：アルブ天元台

 新庄市民スキー場 0233-25-3915
2月11日
(金･祝)

 スキーの日  リフト券無料

【福島県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 グランディ羽鳥湖
 スキーリゾート

0248-85-2024

1/1１ 福島県
1/1２ 栃木県
1/1７ 茨城県
1/1８ 埼玉県
1/１９ 千葉県

 県民感謝デー
 当該地域にお住まいの方に限りリフト料金無料
 ※要証明書

 只見スキー場 0241-82-2304
   1月 1日(祝)
   1月 2日(日)

 お正月歓迎イベント

 おしるこの振舞い、雪中宝ひろい、そり乗り大会、
 スキーでビンゴ、バナナボート遊覧などを予定
 ※感染症の影響や、積雪状況により変更または中止
　 する場合があります

 尾瀬
 檜枝岐温泉スキー場

0241-75-2351 1月1６日(日)
 スキーの日
 感謝イベント

 中学生以下レンタル料金無料

 会津高原
 だいくらスキー場

0241-64-2121
1月10日
(月･祝)

 小学生無料デー  小学生には当日の無料リフト券プレゼント

 箕輪スキー場 0242-64-3377 1月16日(日)  スキーの日
 スキーリフト券無料（小・中学生）
 スキーこどもの日と一緒に開催

 グランデコ
 スノーリゾート

0241-32-2530

1月８日(土)
1月９日(日)

1月10日(月･祝)
 じゃんけん大会

 キッズパーク内において、お子様を対象に
 じゃんけん大会を開催

 三ノ倉スキー場 0241-36-2071 1月９日(日)  スキーの日
 １日リフト券購入者   先着100名様に
 素敵なプレゼント進呈！

【新潟県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 湯沢中里
 スノーリゾート

025-787-3301 1月12日(水)  スキーの日
 リフト1日券または5時間券ご購入のお客様に次回
 有効のリフト1日半額券をプレゼント

1月11日(火)  レディースデー  リフト1日券4,500円⇒2,800円

1月12日(水)  ナスパデー  リフト1日券4,500円⇒2,300円

1月13日(木)  群馬･新潟県民デー  リフト1日券4,500円⇒2,800円

1月16日(日)  お客様感謝デー  軽食振る舞いサービス（内容未定）

1月12日(水)  スキーの日  リフト1日券1,000円引き

1月から3月
第3日曜日

 スキーこどもの日
 小学生以下のお子様、リフト1日券をお買い上げ
 いただいた方に抽選でリフト券などをプレゼント

025-780-6888

◆北陸信越山岳観光索道協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 一本杉スキー場

 ナスパスキーガーデン

025-784-4440
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【新潟県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 湯沢高原スキー場 025-784-3326 1月12日(水)
 リフト半額券プレゼ
 ント

 先着100名様に次回使えるリフト1日半額券をプ
 レゼント

 GALA湯沢スキー場 025-785-6421 1月12日(水)
 スキーの日記念
 抽選会

 当日ご来場されたお客様に対して抽選会を実施

 石打丸山スキー場 025-783-2222 1月12日(水)
 LINEでリフト券が
 当たる抽選会

 LINEで1日券が当たるクーポンを1/12に一斉
 配信

 ムイカスノーリゾート 025-773-3311 1月12日(水)  スキーの日サービス
 リフト1日券･4時間券をご購入いただいた方に
 次回使えるリフト半額券をプレゼント

 六日町
 八海山スキー場

025-775-3311
1月10日
(月･祝)

 新潟県SKI DAY
 ～スキーの日～

 レンタルセット（おとな￥4,500⇒￥3,000）
 リフト1日券購入者に次回リフト50%引き券
 プレゼント

 小出スキー場 025-792-5320 1月12日(水)
 シーズン券が当たる
 抽選会

 「スキーの日」当日、リフト券（1回券･11回券を
 除く）ご購入いただいた方に抽選で来シーズンの
 シーズン券をプレゼント

 長岡市営スキー場 0258-34-2225

12月から2月
までの

第3日曜日
 スキー子供の日  小学生以下リフト料金無料

 ニノックススノーパーク 0254-29-3315
1月10日
(月･祝)

 割引券プレゼント！
 12回券･5時間券･1日券･トワイライト券･ナイター
 券ご購入者に次回ご来場時にご利用いただける
 リフト割引券プレゼント！

 村上市
 ぶどうスキー場

0254-73-0126 1月9日(日)
 スキー･スノボ感謝の
日

 小･中学生リフト1日券無料

 妙高
 杉ノ原スキー場

0255-86-6211 1月12日(水)  割引券配布
 リフト券をご購入いただいたお客様を対象に翌日
 以降ご利用いただける割引券を配布

【長野県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 スノートレジャー
 ハント

 ゲレンデ内に隠された宝箱を見つけ出し、景品を
 ゲットできる。アウトドアグッズやウインター
 グッズなど豪華景品を用意。参加は無料。中学生
 以下のお子様限定で参加可能。

 とがっきー
 ジャンケン大会

 ゆるキャラ「とがっきー」とジャンケン大会。
 参加は無料。どなたでも参加可能。

2月  6日(日)
 ジュニア ジャイア
 ントスラローム大会

 幼年･小学生･中学生 7部門に分けて競技

2月27日(日)
 聖高原
 スノーフェスティバ
ル

 ゲーム大会
 トン汁の振る舞い
 圧雪車･モービル試乗体験

 あさひ
 プライムスキー場

0236-99-3700 1月16日(日)  スキーこどもの日  小人リフト1日券半額￥2,100を￥1,200

 信州松本
 野麦峠スキー場

0263-79-2246
1月10日
(月･祝)

 スキーの日
 野麦峠スキー場
 抽選会

 アンケート用紙兼抽選券に記入いただき、当日発表
 商品 ①2022-2023シーズン券 1名
　　  ②ワイン1本とジュース1本のセット 3名
　　  ③野麦峠オリジナルグッズ  など

 開田高原
 マイアスキー場

0264-44-1111 1月12日(水)
 スキーの日記念イベ
 ント

 1/12にマイアスキーアカデミー受講の方にオリ
 ジナルステッカーをプレゼント！

 ヘブンスそのはら
 SnowWorlｄ

0265-44-2311 1月15日(土)  スキーの日  小･中学生1日券無料

 治部坂高原スキー場 0265-47-1111 1月12日(水)  スキーの日  スキースクールレッスン料半額

 平谷高原
 赤坂スキー場

0265-48-2100
1月17日(月)
 2月21日(月)

 小学生1日リフト券
 半額

 小学生1日リフト券半額(予定)

 八千穂高原スキー場 0267-88-3866
 1月11日(火)-
 1月14日(金)

 スキーの日WEEK
「アンケートでリフト
 券 GET」

 1/12の「スキーの日」に因んでご来場のお客様が
 現地で応募できる抽選を実施し50名様にリフト1日
 券をプレゼント！(発表は1月末となり当選者の発表
 は商品の発送をもってかえさせていただきます。

 戸隠スキー場
1月10日
(月･祝)

 聖高原スキー場 0263-67-2145

026-254-2106
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【長野県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 霧ケ峰スキー場 0266-53-1664
1月10日
(月･祝)

 スキーの日  リフト利用の中学生以下のお子様にお菓子配布

 白樺リゾート
 池の平スノーパーク

0266-68-2100 1月12日(水)  こどもリフト無料 小学生以下のリフト無料

 ガラポン抽選会
 当日リフト券ご購入のお客様に一人一回ガラポンの
 抽選券付与

 お菓子まき
 当日来場のお客様は参加無料！
 2階よりお菓子まきをおこなう。
 13時･15時に各1回

 蓼科東急スキー場 0266-69-3211
1月9日(日)･
10日(月･祝)

 キッズイベント
 小学生以下参加費無料
 ストラックアウト･宝探し･ヒップソリ等
 ※内容を変更する場合があります。

 ブラッシュたかやま
 スキーリゾート

0268-69-2232 1月12日(水)
 先着100名限定！
 「スキーの日」特別
 抽選会

 来シーズンのシーズン券が1名に当たる抽選会を
 実施
 シーズン券の他、今シーズンのリフト券、特別割引
 券、オリジナルステッカーなどの商品を用意
 (1日券、2日券 購入者、シーズン券をお持ちの方が
 対象、第1インフォメーションにて13時～）
 ※抽選方法は変更になる場合があり ます。

 つがいけ
 マウンテンリゾート
 (栂池高原スキー場)

0261-83-2255 1月12日(水)  競え滑走距離！DAY  yukiyama アプリを活用した滑走距離を争う

【富山県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 宇奈月温泉スキー場 0765-62-1757 1月 9日(日)  雪上宝さがし  子供に限定した雪上の宝探しゲームを開催

 あわすのスキー場 076-460-3688 1月16日(日)  ちびっ子ソリ大会
 未就学児と保護者のソリ大会
 参加者にはお菓子をプレゼント
 上位者には、キッズパーク入場券のプレゼント

 立山山麓スキー場 076-482-1311 2月19日(土)  スキー場感謝祭  リフト券割引など、他未定

 となみ
 夢の平スキー場

0763-37-1575 1月 8日(土)  スキーの日
 子供さんに限り先着100名様に1日券･半日券を購入
 の方のみにお菓子(チョコレート)を贈呈

 タカンボースキー場 0763-67-3766
1月10日
(月･祝)

 雪の中の宝探し！
 雪の中に埋まっている宝(お菓子･リフト券)をゲット
 しよう！　中学生以下 先着100名

【石川県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 金沢市営
 医王山スキー場

076-229-0209 1月29日(土)  キゴ山雪まつり

 ・スノーチュービング
 ・雪玉ストラックアウト
 ・スノーシュー体験
 ・竹スキー体験
 ・工作コーナー

 白山一里野温泉
 スキー場

076-256-7412 1月 8日(土)
 白山麓
 健民スキーデー

 リフト1日券を1,000円引き

 白山千丈温泉
 セイモアスキー場

076-273-0331 1月 8日(土)
 白山麓
 健民スキーデー

 リフト1日券を1,000円引き

【群馬県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 ノルン
 水上スキー場

0278-72-
6688

1月15日(土)
2月19日(土)
3月  5日(土)

 雪上ビンゴ大会  優勝賞金3万円！！豪華景品が当たる！

 佐久平
 スキーガーデン
 パラダ

0267-68-5116 1月16日(日)

◆関東鋼索交通協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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【群馬県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 ノルン
 水上スキー場

0278-72-
6688

2月  5日(土)
3月  5日(土)

 ハイオーリー大会
 スキー・スノーボードでハイジャンプ
 高く飛べたら優勝！　ナイターイベントでーす。
 20:00～　参加費500円

  1月 1日
  （元旦）

 コーラ早飲み大会  13:00～受付

 1月 3日(月)
 ちびっこジュース
 早飲み大会

 ちびっこ限定のジュース早飲み大会
 13:00～先着50名様

 1月  2日(日)
 1月16日(日)
 2月  6日(日)
 2月20日(日)

 スキーこどもの日
 こどもリフト1日券が1,000円（ジュース券付き）
（毎月第1･第3日曜日に実施）

 1月16日(日)
 2月20日(日)

 こども雪まつり 抽選会等

 2月  3日(木)  節分プレゼント
 リフト券購入のお客様先着100名様にプチプレゼ
 ント

 2月14日(月)
 バレンタインデー
 プレゼント

 リフト券購入のお客様先着100名様にプチプレゼ
 ント

【山梨県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 ふじてん
 スノーリゾート

0555-85-2000 1月12日(水)  スキーの日
 アプリを利用し、おみくじを引いてワンドリンク券
 等が当たる

【岐阜県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 ホワイトピアたかす 0575-72-6311 1月12日(水)  スキーの日
 スキー場センターハウス内3階大浴場、2時間利用
 大人：800円･子供400円が無料。

 飛騨
 ほおのき平スキー場

0577-79-2244
1月10日
(月･祝)

 飛騨エリア共通
 リフト券(限定商品)

 飛騨エリアの7つのスキー場で、どこでも使える
 リフト券を販売（1日券×3日分）
 ※高山市の消費活性化補助金を申請中

 モンデウス飛騨位山
 スノーパーク

0577-53-2421 1月16日(日)
 モンデウス･スペシャ
 ルホリデー

 宿泊券やリフト券、食事券など豪華賞品が当たる
 抽選会を開催。

<滋賀県>

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 国境高原
 スノーパーク

0740-28-0303 1月12日(水)  スキーの日  来場者全員1日券50％OFF

 箱館山スキー場 0740-22-2486 1月14日(金)  スキーの日
 リフトゴンドラ1日券半額、個人レッスン1,000円
 引き

<滋賀県>

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 朽木スキー場 0740-38-2323 1月12日(水)  くつきスキーの日  リフト1日券半額

<兵庫県>

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 ハチ高原スキー場 079-667-8036 1月19日(水)
 ハチ北スキー･スノボ
 の日

 当日ご来場いただいた方全員リフト1日券が
 2,800円！！

◆中部鋼索交通協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ほうだいぎスキー場 0278-75-2557

◆関西鋼索交通協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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<兵庫県>

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 ハチ北高原スキー場 0796-96-0201 1月19日(水)
 ハチ北スキー･スノボ
 の日

 当日ご来場いただいた方全員リフト1日券が
 2,800円！！

 ハイパーボウル東鉢 079-667-8201 1月18日(火)
 東鉢スキー･スノボ
 の日

 リフト券1,000円割引、駐車場代500円

 スカイバレイ
 スキー場

0796-96-0375 1月18日(火)  スキー･スノボの日
 大人･シルバー：1日券3,600円⇒2,500円
 子供：1日券2,000⇒1,500円
 駐車料金：1,000円⇒500円

平日：月～金
(12/29～31､
1/3･4･10、

2/11･23
を除く)

 レディースデー  女性の方、リフト券1日券1,000円

1月12日(水)  おおやまスキーの日  全員リフト券1日券1,000円

 峰山高原リゾート 0790-34-1900 1月 9日(土)  宝探し

 キッズパークエリア内にておこないます。～小学6
 年生が対象、キッズパーク内にある『お宝』を探し
 見つけ出したら景品をプレゼント。景品詳細はHPや
 SNSにて告知予定。

<岡山県>

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

 いぶきの日
・お客様感謝デー
　　大人も子供も お菓子プレゼント

 スキー子供の日
・小学生以下の児童･幼児
　　1日リフト券半額1,500円

1月18日(土)
～2月26日
(土)の期間中の
土曜日

 キッズデー
 子供1日リフト券（中学生以下）
 2,500円⇒1,000円

1月 7日(金)～
3月11日(金)
の期間中の金
曜日(祝日を除
く)

 金曜サービスデー

 大人1日リフト券：3,000円出販売
 中学生以下1日リフト券：1,500円で販売
 ※シーズン券･シニア券購入の方はお食事券を進呈、
    レンタル用品1,000円引き（スキーセット･
    スノーボードセット、単品は対象外です）

<広島県>

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容
1月～2月の
第1･第3土曜

日
 キッズデー 子ども1日券（高校生まで）1,000円

毎週水曜日  レディースDAY リフト1日券（5,000円）が1,000円に！

 やわたハイランド
 191リゾート

 0826-37-0341 1月15日(土）  スキーの日

スキー初心者対象に5歳児～小学1年生を対象にス
キーレッスンが無料で受講できます。（受講人数限
定、完全予約制となります）地元広島町との連携
で、当日先着100台（乗用車）の駐車料金が無料扱
いとなります。

 女鹿平温泉
 めがひらスキー場

 0829-40-3000 毎週土曜日 こどもデー
毎週土曜日は、小学生以下のお客様全員
当日有効リフト券+入場券が1,000円
営業時間内滑り放題です。

 スノーリゾート
 猫山スキー場

0824-84-2311
1月～2月の
毎週土曜日

こどもDAY
子どもリフト1日券を！
※2,500円→1,000円

 恐羅漢スノーパーク 0826-28-7007

 いぶきの里スキー場 0867-77-2266 1月10日(祝)

◆中国地方索道協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

079-669-1576

 恩原高原スキー場 0868-44-2808

 若杉高原
 おおやスキー場
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【愛媛県】

スキー場名 電話番号 実施日 イベント名 イベント内容

1月10日
(月･祝)

 景品付きもちまき
 初心者ゲレンデにて餅まきをおこない、拾った
 お餅に番号が付いていれば、さらに景品プレゼ
 ント！

1月16日(日）  お宝探し
 ゲレンデに隠されている数字が書かれたカラー
 ボールを見つけて、お宝（景品）と交換！

1月16日(日）
 無料ジュニアスキー
 教室

 主催：愛媛県スキー連盟
 対象：県内小学生初級者

1月23日(日）  ビンゴゲーム  ビンゴゲーム

 石鎚スキー場 0897-59-0331 1月 9日(日)
 無料ジュニアスキー
 教室

 愛媛県内の初心者の小学生を対象とした無料の
 スキー教室を開催致します。
（※保険料300円は別途必要）

【 注意 】

◆四国鋼索交通協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ・この一覧表は2021年12月1日現在、各スキー場から報告のあった催事予定を掲載しております。
     この他にも各スキー場では例年たくさんのイベントを開催しております。
  ・イベント内容は降雪状況により変更になる場合もありますので、詳しくは各スキー場へお問い合わせ
     ください。

 久万スキーランド 0892-21-0100


