2020-2021 Winter Season

2020 - 2021 シーズンパス
10/31 までのご⼊⾦で

40,000 円
45,000 円
12/18 までのご⼊⾦で 50,000 円
12/19 以降のご⼊⾦で 55,000 円
11/30 までのご⼊⾦で

ファミリーパックもおトク !!
⼤⼈１名＋⼩学⽣１名

10/31 までのご⼊⾦で

55,000 円

11/30 までのご⼊⾦で

60,000 円

12/18 までのご⼊⾦で

65,000 円

12/19 以降のご⼊⾦で

70,000 円

※⼩学⽣１名追加につき 15,000 円プラス

他社シーズンパス (10,000 円以上 ) を既にご購⼊の⽅は

2 枚⽬割シーズンパス
早得 !!12/18 迄のお申込みで 22,000 円
12/19 以降のお申込みで 28,000 円
◎お名前明記のシーズン券または領収書のコピーを添えて
お申込ください。（お名前のないものは対応できません。）

シニアシーズンパス
早得 !!12/18 迄のお申込みで 25,000 円
12/19 以降のお申込みで 30,000 円
60 歳以上対象

期間限定︕ 10/31 まで︕
新規のお友達とペアで

新規ペア割

55,000 円

（2 名様分料⾦）
◎新規ご購⼊者 2 名、または新規ご購⼊者＋リピーター
（昨年ご購⼊者）でお申し込みください。
2 名ともリピーターは適⽤外です。
◎性別問わず２名ならＯＫ。
◎２名ご⼀緒の申込みが条件です。
◎１名につき１枚申込書に記⼊していただき、
申込書２枚と代⾦を⼀緒にお申込みください。
◎お申し込み期限は 10 ⽉ 31 ⽇のご⼊⾦までといたします。

新規のお客様２名以上含む８名以上で

グループ割

22,000 円

（1 名様分料⾦）
◎８名以上ご⼀緒の申込みが条件です。
◎性別は問いません。男⼥どなたでも申込可。
必ず 2 名以上の新規のお友達と⼀緒に
お申し込みください。
◎１名につき１枚申込書に記⼊していただき、
全員分の申込書と代⾦を⼀緒にお申込みください。
◎お申し込み期限は 10 ⽉ 31 ⽇のご⼊⾦までといたします。

いつでも Special Price!!
シーズン終了までお申込み OK︕

⼩学⽣対象

★こどもシーズンパス★

17,000 円

◎保護者の⽅も⼀緒にご購⼊の場合は『ファミリーパック』
がおトクです。

◎運転免許証、保険証など年齢を確認できるもののコピーを
添えてお申込ください。

①夏季妙⾼⾼原スカイケーブル乗⾞無料
②お連れ様⽤リフト 1 ⽇割引券（10 枚）
③カフェプリモス ソフトドリンク券（5 枚）
④地元提携飲⾷店割引券（５枚）
⑤池の平温泉『温泉かふぇ』割引
⑥提携ガソリンスタンド給油割引

『提携スキー場』割引
◆ 池の平温泉
◆ タングラム

◆ 妙⾼杉ノ原 ◆ ⿊姫⾼原 ◆ハチ北⾼原
◆ キューピットバレイ ◆ シャルマン⽕打

申込⽅法は3 通り
1. 当⽤紙でお申込、現⾦書留でお⽀払
2. 当⽤紙でお申込、銀⾏振込または
代⾦引換でお⽀払
3. ウェブ上でお申込、銀⾏振込または
代⾦引換でお⽀払

スキー場への直接のお申込みは
できませんのでご了承ください。

お申し込み後のキャンセル・⼈数の追加・プラン変更等はお受けできませんので、ご了承ください。

裏⾯へどうぞ

さらに特典あり︕

2020-2021 シーズンパス申込書

シーズン券利⽤期間：12 ⽉ＯＰＥＮ〜 5 ⽉ 5 ⽇ ( 予定 )

※4 ⽉の平⽇は運休する場合がございます

■ お申込み⽅法

■ シーズン券利⽤規定

1. 右記のシーズン券利⽤規定をご覧くださいませ。

1. ⾚倉観光リゾートスキー場シーズン券 ( 以下
シーズン券 ) は、⾚倉観光リゾートスキー場内
でのみご利⽤いただけます。シーズン券を決め
られた場所以外で使⽤した場合は直ちに無効と
なり没収いたします。
2. シーズン券は写真の付いたもので本⼈限り有
効です。本⼈以外が利⽤した場合、および滑⾛
禁⽌区域を滑⾛された場合は没収いたします。
3. 不正使⽤や偽造が発覚した場合は警察に通報
する場合がございます。
4. シーズン券ご利⽤の場合、必ず添付の顔写真
が係員に⾒えるようにご提⽰下さい。( 本⼈確認
のため、係員が提⽰を求める場合があります。）
5. シーズン券は、お客様のご都合や積雪不⾜、
コース状況、コロナ禍等による営業休⽌や営業
内容に変更があった場合でもキャンセル、払い
戻しはいたしません。（但しスキー場営業⽇が
10 ⽇未満の場合を除く）
6. シーズン券の変更・再発⾏は⼀切いたしませ
ん。紛失にご注意下さい。
7. シーズン券の有効期限はシーズン券に記載い
たします。（営業終了⽇は予定であり、営業の休
⽌やシーズン終了が繰り上がる場合がございま
す。）
8. ⼤会等により、コース規制やクローズ、また
は通常とは異なる整備を⾏う場合がございます。
9. 新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、乗
⾞制限や営業時間の変更などの対応をさせてい
ただく場合がございます。
10. シーズン券をお忘れになった場合、当⽇のリ
フト料⾦は別途頂戴いたします。
11. 利⽤規定は予告なく変更する場合がございま
す。その場合は、告知させていただきます。

2. 以下の a 〜 c の中からお申込⽅法、お⽀払⽅法を選択ください。
a. 当⽤紙でお申込、現⾦書留でお⽀払
申込欄に必要事項をご記⼊の上、当⽤紙と代⾦に 3 か⽉以内に撮影した証明写真 1 枚（縦 4cm× 横 3cm）
を添えてお送りください。
b. 当⽤紙でお申込、銀⾏振込または代⾦引換でお⽀払
申込欄に必要事項をご記⼊の上、当⽤紙に 3 か⽉以内に撮影した証明写真 1 枚（縦 4cm× 横 3cm）を添えて
お送りください。また、銀⾏振込の場合、以下のいずれかの⼝座に⼀週間以内にお振込みください。
但し、振込⼿数料はお客様のご負担でお願いいたします。
c. ウェブ上でお申込、銀⾏振込または代⾦引換でお⽀払
リピーター様専⽤サイト（https://www.lift-ticket.jp/shopbrand/akakan/）にてお申込の上、3 か⽉以内に
撮影した証明写真（jpg または png）をメール添付にて info@snownavi.com へお送りください。また、
銀⾏振込の場合、以下のいずれかの⼝座に⼀週間以内にお振込みください。但し、振込⼿数料はお客様のご負
担でお願いいたします。
3. シーズン券販売事務局（株式会社スノーナビ内）にてお申込書とお写真、ご⼊⾦が確認できましたら、シーズ
ン券引換券をお送りします。
4. スキー場オープン以降の営業時間内にスキー場事務所にお越しください。シーズン券引換券と引き換えにシー
ズン券をお渡しいたします。
※帽⼦、サングラスを着⽤した証明写真は不可とさせて頂きます。
※グループ割をご利⽤の場合、a または b のみの受付とさせて頂きます。

振込先

⼋⼗⼆銀⾏ ⽩⾺⽀店 普通⼝座 163502 株式会社スノーナビ
楽天銀⾏ オペラ (205) ⽀店 普通⼝座 7011192 株式会社スノーナビ
ゆうちょ銀⾏ ⼝座番号 11160-11507761 株式会社スノーナビ

【ご注意】ゆうちょ銀⾏の⼝座へ他銀⾏からお振込いただく場合は下記の⼝座番号をご指定ください。
[ 店名 ] ⼀⼀⼋ [ 店番 ] 118 [ 預⾦種⽬ ] 普通預⾦ [ ⼝座番号 ] 1150776 [ 名義 ] 株式会社スノーナビ

※利⽤規定部分は切り取らず、ご提出をお願いいたします。
申込年⽉⽇

年

⽉

a. b. それぞれの 1 つに〇

⽇

フリガナ

a.

お名前

b.

未成年の場合
性

証明写真

新規購⼊ ・ 前年度購⼊

( 縦４㎝ × 横 3 ㎝ )

（2019-20 シーズン）

保護者名
男

別

⽣年⽉⽇

銀⾏振込・代⾦引換・現⾦書留

⻄暦
〒

・

3 ヶ⽉以内に撮影

⼥

職

年

⽉

業

帽⼦着⽤不可
サングラス着⽤不可

⽇

写真 1 枚ご⽤意下さい

ご住所
アパート・マンション名 部屋番号

電話番号

※電話番号は必ずご記⼊ください

メールアドレス
グループ割・ペア割

シーズン券 No.
受取⽇

受取者⽒名
どちらかに〇

代表者へ発送 ・ 各⼈へ発送

代表者⽒名

お申し込みのシーズン券に○をつけてください
リピーター特別価格
10/31 までにご⼊⾦（⼀般 40,000 円）

\40,000

リピーターファミリーパック

\55,000

11/30 までにご⼊⾦（⼀般 45,000 円）

\45,000

\60,000

12/18 までにご⼊⾦（⼀般 50,000 円）

\50,000

\65,000

12/19 以降のご⼊⾦（⼀般 55,000 円）

\55,000

\70,000

●ファミリーパックのお申込みは親⼦別々の申込書（コピー可）にご記⼊いただきお申込みください。
●ファミリーパックは⼩学⽣ 1 名追加につき 15,000 円プラスとなります。
●シーズン券申込後、返⾦等は⼀切致しません。

紹介ペア割
グループ割
2 枚⽬割
シニア券
こども券

\22,000

10/31 まで
どちらかに〇

代表者⼀括払 ・ 申込者個別払

12/18 まで

\22,000

12/19 以降

\28,000

12/18 まで

\25,000

12/19 以降

\30,000

シーズン終了まで

\17,000

お問合せ先
⾚倉観光リゾートスキー場
シーズン券販売事務局
（株式会社スノーナビ内）
http://www.akr-ski.com/

2 名で \55,000

10/31 まで

株式会社 スノーナビ
〒399-9301 ⻑野県北安曇郡⽩⾺村北城 6330 番地 3
TEL.0261-71-1302 FAX.0261-71-1312
https://www.snownavi.co.jp/ info@snownavi.com
（営業時間：9 〜 17 時、⼟⽇祝を除く）

※2020-21 冬のシーズン券販売は⾚倉観光リゾートスキー場より委託を受けて株式会社スノーナビにて⾏っております。
スキー場への直接のお申込みはできませんのでご了承ください。

ウェブ申込み
係員

