
スキー施設 チケットの申込方法は裏表紙をご覧ください。

204501
事業番号

204502
事業番号

4000メートルのダウンヒル。23もの多彩なコースのゲレンデ！東京から
車で約2時間と絶好のロケーションです。

石打丸山スキー場 ☎025（783）2222
利用期間　12月24日（木）～2021年3月21日（日）

所 在 地

交 通
新潟県南魚沼市石打1655
<車> 関越自動車道「湯沢I.C.」より約6分
<電車> 上越新幹線「越後湯沢駅」下車
 日帰り専用無料シャトルバス
 または、路線バス利用約15分

利用対象 会員と登録家族

① リフト1日券（8:30～17:00）
② リフト2日券（8:30～17:00）
＊2日券は連続する2日間有効
＊2日券は1日目はナイター利用可。
　ナイター営業期間12/26～2/28、3/6・7・13・14
＊2日券の引き換えは3月14日（日）まで

販売期間

利用方法

申込枚数

そ の 他

12月7日（月）～2021年3月5日（金）まで
八千穂高原スキー場のみ12月7日（月）～12月25日（金）まで

「ぱる新宿」でリフト引換券を購入し、利用当日各施設窓口に提出してください。
＊各施設の利用期間内に購入した引換券をリフト券に引き換えてください。
各施設ごとに区分あわせて6枚まで
積雪状況により、利用期間が変更になる場合があります。詳しくは各施設にご確認のうえご利用ください。 

3,800円
3,400円
2,600円
7,300円
6,400円
4,800円

20枚
20枚
10枚
20枚
10枚
10枚

5,300円
4,500円
3,500円
9,600円
8,100円
6,200円

1日券　大人
1日券　シニア
1日券　ジュニア
2日券　大人
2日券　シニア
2日券　ジュニア

会員料金 販売枚数一般料金区　分

スキーリフト
引換券の販売

内　容

＊ジュニア：小学生　シニア：60歳以上（要証明書）
＊3歳～未就学児はキッズ券1,500円（現地）
＊3歳未満は大人1名につき1名無料（同乗）

車でも新幹線でもアクセス抜群！！ 1日では楽しみきれない、バラエティに
富んだ3つのビッグゲレンデです。

舞子スノーリゾート ☎025（783）4100
利用期間　12月18日（金）～2021年4月4日（日）

所 在 地

交 通
新潟県南魚沼市舞子2056－108
<車> 関越自動車道「塩沢石打I.C.」より約1分
<電車> 上越新幹線「越後湯沢駅」より
 無料シャトルバス約20分

① 1dayパス（リフト・ゴンドラ共通）
② レンタルセット　300円割引
③ スクールレギュラーレッスン　300円割引
④ 日帰りスキーセンター「スパ舞子温泉」　200円割引

3,000円
2,700円
2,000円

30枚
20枚
10枚

5,000円
4,500円
3,000円

大人
中高生・55歳以上
小学生

会員料金 販売枚数一般料金区　分

内　容

＊未就学児は保護者同伴でリフト料金無料

https://www.ishiuchi.or.jp

https://www.maiko-resort.com

会員証呈示割引もあります！P11をご覧ください。

204504
事業番号

標高1,830ｍ！一度味わったらやめられない
極上パウダースノーを満喫！

八千穂高原スキー場 ☎0267（88）3866
利用期間　～2021年4月4日（日）

所 在 地

交 通
長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093
<車> 中部横断自動車道「八千穂高原I.C.」より
 約17分
 中央自動車道「長坂I.C.」より約55分

早割リフト1日券
（土日祝及び年末年始8：30～16：30　平日8：45～16：15）

1,700円 30枚通常4,000円
（早割2,500円）

共通券
（全年齢対象）

会員料金 販売枚数一般料金区　分

内　容

＊小人（中学生以下）は現地の小人1日券1,500円がお得です。

https://yachiho-kogen.com/ski/

販売期間
まで

12月7日（月）～
　　12月25日（金）

窓 口 FAX電 話 ぱる
Net

204503
事業番号

プリンススノーリゾート全国9ヶ所のスキー場でご利用いただける、大変お得な引換券です！

Prince Snow Resorts（プリンススノーリゾート）
利用期間　各スキー場オープン～営業終了日まで

交 通

共通券利用対象施設

Prince Snow Resorts Webサイトをご覧ください。

＊営業終了日も上記公式サイトにてご確認ください。

リフト1日券（下記9ヶ所のスキー場共通券）
＊対象のスキー場以外ではご利用になれません。

3,000円 30枚4,100円～
6,000円大人

会員料金 販売枚数一般料金区　分

内　容

＊小学生以下無料  ＊富良野スキー場、軽井沢プリンスホテルスキー場は、ICゲートシステム採
用のため、キーカード保証金500円が別途必要です。キーカード返却時にご返金いたします。

https://www.princehotels.co.jp/ski/

＊（ ）は営業開始予定日

①富良野スキー場（11/21～）、②雫石スキー場（12/26～）、③苗場スキー場（12/19～）、④かぐらスキー場（11/21～）、
⑤六日町 八海山スキー場（12/25～）、⑥軽井沢プリンスホテルスキー場（11/3～）、⑦万座温泉スキー場（12/12～）、
⑧志賀高原 焼額山スキー場（12/5～）、⑨妙高 杉ノ原スキー場（12/26～）

10



利用方法 リフト券売場に「ぱる新宿」会員証を呈示し、ご購入ください。会員証呈示割引

HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場 ☎0261（23）1231
利用期間　12月19日（土）～2021年3月21日（日）

所 在 地 長野県大町市平20490－4

内 容 鹿島槍リフト1日券

＊未就学児無料　＊毎月第３日曜日は小学生無料　＊1会員で5名まで利用可

所 在 地 シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳
長野県南佐久郡川上村御所平1841
小海リエックス・スキーバレー
長野県南佐久郡小海町豊里5907

＊小人：小・中学生　＊マスター：50～59歳　＊1会員で5名まで利用可
＊小学生未満と60歳以上は現地チケットと同価格
＊当日中に2つのスキー場を行き来できる共通リフト券は上記価格より500円の追加料金

スキー・ボードレンタル１日セット ＊2スキー場共通
大人　3,000円（一般料金　3,500円）　小人　2,000円（一般料金　2,500円）

他にもお得な割引サービスがあります。

スキー・ボードレンタル1日セット 大人 3,000円（一般料金 3,500円）
 小人 2,000円（一般料金 2,500円）

他にもお得な割引サービスがあります。

◆スノーチュービング「Tubers High」　3回券大人・小人500円引き！
◆スノートレッキングツアー　大人・小人500円引き！

他にもお得な割引サービスがあります。

3,300円
2,200円

4,000円
2,400円12/19～3/21 大人

小人（小中学生）

会員料金 一般料金区　分

3,000円
2,000円
2,500円
1,500円

4,000円
3,000円
3,500円
2,500円

土日祝・
12/29～1/3

平　日

大　人
小人・マスター
大　人

小人・マスター

会員料金 一般料金区　分

3,000円
3,200円
2,200円
2,400円

4,900円

3,900円

大人
（中学生以上）

小人
（小学生）

平　日
特定日
平　日
特定日

会員料金 一般料金区　分 備　考

5,900円→4,600円
4,900円→3,600円
5,500円→4,400円
4,600円→3,500円

ハンターマウンテン塩原

マウントジーンズ那須

大人
小人
大人
小人

全日

全日

区　分施設名 割引内容

https://www.kashimayari.net/snow/

シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳 ☎0267（91）1001 小海リエックス・スキーバレー ☎0267（93）2537
利用期間　12月26日（土）～2021年3月12日（金）
内 容 リフト1日券  ＊内容は2スキー場共通

八千穂高原スキー場 ☎0267（88）3866
利用期間　～2021年4月4日（日）

所 在 地 長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093

内 容 リフト1日券

＊ミドル：50～59歳　＊シニア：60歳以上　＊小人（中学生以下）は割引対象外（現地で
小人1日券1,500円を利用）　＊1会員で5名まで利用可　＊他の割引との併用不可

3,000円
2,000円
2,500円
1,500円

4,000円
3,000円
3,500円
2,500円

土日祝・
12/29～1/3

平　日

大人
高校生・ミドル・シニア
大人
高校生・ミドル・シニア

会員料金 一般料金区　分

http://www.chateraiseresort.co.jp/SKI/

http://www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/

https://yachiho-kogen.com/ski/

会員証呈示

ハンターマウンテン塩原 ☎0287（32）4580
補助券有効期間　12月1日（火）～2021年3月28日（日）
内 容 スキーリフト1日券

＊特定日：
土日祝・年末年始

（12/26～1/5）
＊未就学児無料

営業時間

所 在 地
交 通

平日　8：30～16：00　　土日祝・年末年始　8：00～16：00
＊初滑り期間 11/28～12/4　9：00～15：00　

栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒
<車> 東北自動車道「西那須野塩原I.C.」より約29km
<電車> 東北新幹線「那須塩原駅」よりシャトルバスまたはタクシー約60分
　　　　東武鬼怒川線「鬼怒川温泉駅」よりタクシー約50分

https://www.hunter.co.jp

利用方法 下記「利用補助券」を切り取り、ご利用施設窓口に提出し、
あわせて「ぱる新宿会員証」を呈示して会員料金をお支払いください。
＊利用券は1枚で5名まで利用可　＊再発行・コピー不可

スキー補助券
利用施設 要会員証呈示

★ハンターマウンテン塩原 https://www.mtjeans.com★マウントジーンズ那須

オンラインチケットストア「Webket」のご案内オンラインチケットストア「Webket」のご案内
ハンターマウンテン塩原とマウントジーンズ那須は、オンラインチ
ケットストア「Webket」でWEBチケット事前購入可能！当日は自動
発券機にQRコードをかざすだけでリフト券に引換えができます。

リフト1日パック券（食事券1,000円分付）

マウントジーンズハンターマウンテン

＊決済方法は、クレジットカード、コンビニ決済、
楽天ペイをご利用になれます。

＊他のサービス・割引との併用はできません。
＊施設の詳細は各施設HPをご覧ください。

WEBチケット

★利用当日チケット売場に提出し、「ぱる新宿会員証」を呈示してください。 
　会員証の提示がないとご利用になれない場合があります。

＊大人：中学生以上  ＊小人：小学生  ＊未就学児無料  ＊特定日：土日祝、12/26～1/5

ハンターマウンテン塩原　利用補助券
有効期間 2020年12月1日（火）～2021年3月28日（日）

内 容利用上限 全区分合わせて5人まで（会員と登録家族のみ） スキーリフト1日券

再発行不可
コピー不可（公財）新宿区勤労者・仕事支援センター

要会員証
呈　示

Webketはこちら！

★利用当日チケット売場に提出し、「ぱる新宿会員証」を呈示してください。 
　会員証の提示がないとご利用になれない場合があります。

＊大人：中学生以上  ＊小人：小学生  ＊未就学児無料  ＊特定日：土日祝、12/26～1/5

ハンターマウンテン塩原　利用補助券
有効期間 2020年12月1日（火）～2021年3月28日（日）

内 容利用上限 全区分合わせて5人まで（会員と登録家族のみ） スキーリフト1日券

再発行不可
コピー不可（公財）新宿区勤労者・仕事支援センター

要会員証
呈　示
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