2016 年 12 月 1 日
西武鉄道株式会社
株式会社プリンスホテル

西武鉄道・プリンスホテル

プリンススノーリゾート・志賀高原索道協会共通リフトにて
「ゲレンデで PASMO キャンペーン」を実施
【期間】2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 3 月 31 日（金）
西武鉄道株式会社(本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久)と、株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島
区、社長：赤坂 茂好）は、2016-2017 シーズン、プリンススノーリゾート（Prince Snow Resorts）の全
スキー場や志賀高原索道協会の共通リフト券を対象に「ゲレンデで PASMO キャンペーン」を実施します。
2016 年 12 月 1 日（木）から 2017 年 3 月 31 日（金）
（※注） まで、PASMO が使えるスキー場にて 1 回
1,000 円（消費税込）以上 PASMO 等交通系電子マネーをご利用になると「PASMO のロボット オリジナ
ルハンドタオル」をプレゼントします。また、同時期に Suica が使えるスキー場を対象に「Suica × JR
SKISKI

ゲレンデで Suica キャンペーン」も実施されます。

電子マネーの導入によりスキー場に来られるお客さまの利便性の向上を図ると共に、キャンペーンにより
更なる利用促進を図ってまいります。ぜひ、この機会に駅ナカ、街ナカだけでなく、スキー場でも PASMO
をご利用ください。
「ゲレンデで PASMO キャンペーン」キャンペーン内容
（１）名
称：
「ゲレンデで PASMO キャンペーン」
（２）期
間：2016 年 12 月 1 日（木）から 2017 年 3 月 31 日（金）
（※注）
（３）内
容：期間中、対象スキー場で 1 回 1,000 円（税込）以上、PASMO 等交通系電子マネー
をご利用になると、
「PASMO のロボット オリジナルハンドタオル」をプレゼント
いたします。※なくなり次第終了となります。
（４）対象スキー場：別紙１をご参照ください。
（５）キャンペーンサイト ：http://www.seibu-group.co.jp/railways/railway/ticket-info/pasmo/1214653_1405.html
（※注） 各スキー場営業期間内に限る

【PASMO のロボット オリジナルハンドタオル】

※画像はイメージです。

【ポスター】

※ご利用いただける交通系電子マネーは「PASMO」
、
「Suica」
、
「Kitaca」
、
「TOICA」
、
「manaca（マナカ）
」
、
「ICOCA」
、
「SUGOCA」
、
「nimoca」、「はやかけん」の 9 種類です。
（PiTaPa は除く）
※「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。
※「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「manaca（マナカ）
」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。
※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。

◎この資料は次のところにお届けしております。
●国土交通記者会 ●ときわクラブ
この資料に関する報道各位からのお問合せ先
西武鉄道株式会社
広報部
TEL：04-2926-2045
株式会社プリンスホテル プロモーション部
TEL：03-5928-1154

別紙１
【
「ゲレンデで PASMO キャンペーン」対象スキー場】
スキー場名

Prince
Snow
Resorts

志賀高原
索道協会
共通リフト券

キャンペーン
期間（予定）

スキー場ＵＲＬ

1

富良野スキー場(北海道)

12/1～3/31

http://www.princehotels.co.jp/ski/furano/

2

雫石スキー場（岩手県）

12/10～3/26

http://www.princehotels.co.jp/ski/shizukuishi/

3

苗場スキー場（新潟県）

12/10～3/31

http://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/

4

かぐらスキー場（新潟県）

12/1～3/31

http://www.princehotels.co.jp/ski/kagura/

5

六日町 八海山スキー場（新潟県）

12/17～3/26

http://www.princehotels.co.jp/ski/hakkaisan/

6

狭山スキー場（埼玉県）

12/1～3/31

http://www.sayama-ski.jp/ski_web/

7

万座温泉スキー場（群馬県）

12/10～3/31

http://www.princehotels.co.jp/ski/manza/

8

軽井沢プリンスホテルスキー場（長野県）

12/1～3/31

http://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/

9

志賀高原 焼額山スキー場（長野県）(※)

12/3～3/31

http://www.princehotels.co.jp/ski/shiga/

10

妙高 杉ノ原スキー場（新潟県）

12/23～3/26

http://www.princehotels.co.jp/ski/myoko/

11

サンバレースキー場

OPEN～3/31

12

丸池スキー場

OPEN～3/31

13

蓮池スキー場

OPEN～3/31

14

一の瀬ダイヤモンドスキー場

OPEN～3/31

15

西舘山スキー場

OPEN～3/31

16

ジャイアントスキー場

OPEN～3/31

17

発哺ブナ平スキー場

OPEN～3/31

18

東館山スキー場

OPEN～3/31

19

高天ヶ原マンモススキー場

OPEN～3/31

20

一の瀬ファミリースキー場

OPEN～3/31

21

タンネの森オコジョスキー場

OPEN～3/31

22

奥志賀高原スキー場

OPEN～3/31

23

熊の湯スキー場

OPEN～3/31

24

横手山・渋峠スキー場(※)

OPEN～3/31

http://www.shigakogen-ski.com/

※対象のスキー場は 11 月 30 日現在の情報です。
※キャンペーン期間は予定であり、積雪状況等により変更になる場合がございます。
（オープン期間等の詳細は各スキー場ホームページにてご確認をお願いいたします）
※対象スキー場内の一部店舗、飲料自販機、コインロッカー等では PASMO 等交通系電子マネーがご利用いただけません。
※志賀高原索道協会のスキー場では、共通リフト券の購入が対象となります。
※志賀高原 焼額山スキー場は、自社リフト券と志賀高原索道協会の共通リフト券の両方が対象となります。
※横手山・渋峠スキー場は、自社リフト券の購入も対象となります。

【参

考】

「Suica×JR SKISKI

ゲレンデで Suica キャンペーン」

キャンペーン内容
（１）名
称：
「Suica×JR SKISKI ゲレンデで Suica キャンペーン」
（２）期
間：2016 年 12 月各スキー場オープン日～2017 年 3 月 31 日（金）
※一部のスキー場でキャンペーン期間が異なります。
（別紙をご覧ください）
※積雪等の理由によりオープン日が異なる場合がございます。

（３）内

容：期間中、対象スキー場で 1 回 1,000 円（税込）以上、Suica 等交通系電子マネーを
ご利用になると、
「Suica のペンギン オリジナルハンドタオル」をプレゼントいた
します。
※なくなり次第終了となります。

（４）対象スキー場：別紙２をご覧ください。
（５）キャンペーンサイト： http://www.jreast.co.jp/suicamoney/cp/suicaski2016/
【Suica のペンギン オリジナルハンドタオル】

※画像はイメージです。

【ポスター】

別紙２
【Suica×JR SKISKI ゲレンデで Suica キャンペーン対象スキー場】
スキー場名

東北エリア

上越エリア

信州エリア

キャンペーン
期間（予定）

スキー場ＵＲＬ

1

会津高原だいくらスキー場

12/23～3/31

http://daikura.net/

2

会津高原たかつえスキー場

12/17～3/31

http://takatsue.jp

3

安比高原スキー場

12/10～3/31

http://www.appi.co.jp/ski

4

岩手高原スノーパーク

12/10～3/31

http://iwatekogen.jp/

5

黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル

12/10～3/31

http://www.jxj.co.jp/

6

★ＺＡＯ猿倉スキー場

12/22～3/20

http://www.zao-sarukura.co.jp

7

八幡平リゾート下倉スキー場

12/16～3/31

http://www.hachimantai.co.jp

8

八幡平リゾートパノラマスキー場

12/16～3/31

http://www.hachimantai.co.jp

9

赤倉温泉スキー場

12/10～3/31

http://www.akakura-ski.com/

10

奥利根スノーパーク

12/10～3/31

http://okutone.jp/

11

オグナほたかスキー場

12/17～3/31

http://ognahotaka.jp/

12

ＧＡＬＡ湯沢スキー場

12/17～3/31

https://gala.co.jp

13

川場スキー場

12/3～3/31

http://www.kawaba.co.jp/snow/

14

草津国際スキー場

12/17～3/31

http://www.kusatsu-kokusai.com/winter/index

15

上越国際スキー場

12/3～3/31

http://www.jkokusai.co.jp/

16

ノルン水上スキー場

12/17～3/31

http://www.norn.co.jp/

17

ほたか牧場スキー場

12/17～3/31

http://hotakabokujo.jp/

18

ホワイトワールド尾瀬岩鞍

12/10～3/31

http://www.oze-iwakura.co.jp/ski/

19

舞子スノーリゾート

12/10～3/31

http://www.maiko-resort.com

20

★丸沼高原スキー場

12/上旬～3/31

21

水上宝台樹スキー場

12/10～3/31

http://hodaigi.jp/

22

六日町スキーリゾート

12/16～3/31

http://www.muikamachi.com/hotel/

23

奥志賀高原スキー場

12/10～3/31

http://www.okushiga.jp

24

木島平スキー場

12/23～3/31

http://kijimadaira-kanko.jp

25

佐久スキーガーデン「パラダ」

12/23～3/26

http://www.saku-parada.jp

26

サンメドウズ清里スキー場

12/10～3/31

http://www.sunmeadows.co.jp

27

白樺湖ロイヤルヒル

12/10～3/31

http://www.royalhill.co.jp/

28

★白馬岩岳スノーフィールド

12/下旬～3/26

29

★白馬五竜スキー場いいもり

12/17～3/31

30

★白馬八方尾根スキー場

31

★Hakuba 47 Winter Sports Park

12/1～3/31

http://www.hakuba47.co.jp/

32

富士見パノラマスキー場

12/10～3/31

http://www.fujimipanorama.com

33

富士見高原スキー場

12/10～3/31

http://fujimikogen-ski.jp

34

斑尾高原スキー場

12/17～3/31

http://www.madarao.jp

12/下旬～3/31

http://www.marunuma.jp

http://iwatake.jp
http://www.oito.co.jp/iimori/
http://www.happo-one.jp/

※対象のスキー場は 11 月 30 日現在の情報です。
※キャンペーン期間は予定であり、積雪状況等により変更になる場合がございます。
（オープン期間等の詳細は各スキー場ホームページにてご確認をお願いいたします）
※奥志賀高原スキー場の一部店舗は「ゲレンデで PASMO キャンペーン」の対象となります。
※対象スキー場内の一部店舗、飲料自販機、コインロッカー等では Suica 等交通系電子マネーがご利用いただけません。
※対象スキー場が増える場合もございます。
※★印は新規の対象スキー場です。

