
平成２９年  ９月吉日  

 

 

 

スキー・雪ゾリ実習ご担当者様  

 

 

 

                                               〒 657-0101 

                                               神戸市灘区六甲山町北六甲 4512-98 

                                                    六甲山カンツリーハウス  

                                                    六甲山スノーパーク  

                                            TEL:(078)891-0366/FAX:(078)891-0757 

 

 

 

 

平成２９年度 六甲山スノーパーク 

 

一般団体ご予約のご案内  

 

 

 

拝啓  

秋涼の候、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。  

平素は、六甲山スノーパークに格別のお引き立てをいただき厚くお礼申しあげます。  

さて、本年度もスキー団体、雪ゾリ団体の予約受付のご案内をさせていただく時期となり  

ました。  

 

別紙一般団体予約要綱をご参照のうえお申し込みいただきますようお願い致します。  

 なお土曜日・日曜日・祝日につきましては、電話予約受付のお取り扱いはいたしておりま  

せんので予めご了承ください。  

 

 

 

敬具  

 

 

 

 

 



 

平成２９年度 一般団体予約要綱 

 

 

１．ご利用の手順 

(１)方  法    電話予約先着順。入園予約受付 ＴＥＬ．０７８（８９１）０３６６ 

(２)受付開始    １０月１日(日)～ 

(３)受付時間    ９時３０分から１６時３０分まで。 

(４)対  象    同時に入園する有料人数が２０名以上のお客様についてお取り扱いさせ

ていただきます。 

(５)予約内容 

ご予約の際、下記事項についてお伺いいたしますのでご用意のうえ、ご連絡いただきますよ

うお願いいたします。 

①スキーか雪ゾリ（雪あそび）かお申し出ください。 

②ご来園希望日（満員の場合がございますので、予めご了承ください。） 

③団体名、住所、電話番号、（ＦＡＸ番号）、代表者氏名 

④予定人数（大人・小人） 

⑤スキー・雪ゾリのレンタル数、レンタルウェアの有無 

⑥バスの台数（バス会社名はお決まり次第ご連絡下さい） 

⑦六甲山スノーパークへの到着、出発予定時刻 

⑧スキー実習に伴うレッスン指導員の有無及び人数 

⑨レストランご利用の有無 

(６)注意点 

直接のご来園・郵送・ＦＡＸでのご予約の受付はいたしておりませんのであらかじめご了承

ください。 

 

２．下見の御予約について 

※団体入園のご予約の際、団体ご来園日の１５日前までのご都合の良い日を事前にご連絡下 

さい。 

各日とも午後１時から午後３時までとなります。土日・祝日・冬休み（１２/２５～１/５）

につきましては、下見のお取り扱いはできませんのであらかじめご了承ください。 

 

３．インストラクターについて 

※インストラクター1名につき生徒１５名を上限として運営させていただきます。 

本来スキー講習は、インストラクター１名につき１２～１３名で指導が行き届き、スキー 

技術を身に付ける適正人数となります。ご理解のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

以 上 



 平成２９年度 六甲山スノーパーク 団体料金表  

１．営業期間 

平成２９年１１月１８日（土）～平成３０年４月１日（日）期間中無休 

※コンディション・イベント開催により営業を中止・内容を一部変更する場合があります。 

２．営業時間 

  今シーズンより営業時間を変更しました。 

   
11/18(土)～ 
11/30(木)の 

毎日 

 

12/1(金)～

12/3(日) 

 

12/4(月)～ 

4/ 1(日)の 

月～木曜日 

(冬休み期間を除く) 

 

12/4(月)～ 

4/ 1(日)の 

金曜日 

(冬休み期間を除く) 

 
12/4(月)～
3/18(日)の 
土日祝日及び 
冬休み期間 

 
3/24(土)～   
4/ 1(日)の 

土日 

スキー 
 

9：00～17：00 9：00～22：00 9：00～17：00 9：00～22：00 9：00～22：00 9：00～22：00 

スノー
ボード 

9：00～17：00 9：00～22：00 9：00～17：00 9：00～22：00 16：00～22：00 9：00～22：00 

スノー
ランド 

 9：00～17：00 

※冬休み期間…12/25(月)～1/5(金) 
３．団体利用 適用条件 

 ■ 対  象   

団体とは、①予約を承り、②同時に入園する有料人員が 20名以上のお客様につき、 

お取り扱いさせていただきます。  

■ 取扱期間   

（一般団体） スノーランド利用  平成２９年１２月 ２日（土）～平成３０年４月  １日（日） 

スキー利用     平成２９年１２月１６日（土）～平成３０年４月 １日（日） 

                              ★ １月６日（土）以前のご利用につきましては、雪不足によるコンディション不良により、 

                           ご利用いただけない場合がございます。詳しくはお問合せください。 

４．団体利用 各種料金 （大人／中学生以上、小人／３才～小学生） 

■ デイタイム利用（スキー・スノーランド） 

受付時間    ９：００～１５：３０（営業終了まで連続利用可能）★ 

■ ナイター 利用（スキー・スノーボード）★ 

受付時間 １６：００～２１：３０ 

★ 月～木曜（金土日祝日及び冬休み期間は除く）はご利用できません。 

★ リフト乗り放題のフリー券付き。 

★ 団体様で１６時以降にスノーランドのみご利用の場合は、別途ご相談ください。 

★ 団体様でナイターご利用の場合は、別途ご相談ください。 

 一般料金 一般団体 

 

 

月～木 

 

 

金土日祝日 

及び 

冬休み期間 

20～99名様 100名様～ 

 

月～木 

金土日祝

日及び冬

休み期間 

 

月～木 

金土日祝日

及び冬休み

期間 

入園料金★ 
デイタイム 大人 

 
 

2,100 

 
 

2,100 

 
 

1,850 

 
 

1,850 

       
 

1,650        1,650 

     小人 1,050 1,050 930 930 820 820 

ナイター  大人     2,600  2,350  2,050 

      小人 1,550 1,430 1,220 

 
レンタル料金 
スキーセット大人 

 
 

2,900 

 
 

2,300 

 
 

2,000 

     小人 2,050 1,800 1,600 

雪ゾリ   500   450   400 

スキー板 1,550 1,250 1,100 

ブーツ 1,050   800   700 

ストック    300   250   200 

※ スノーボードレンタル料金についてはお問い合わせください。 



 

５．駐車料金 

   バス ３，０００円（マイクロ含）  普通車 １，０００円 

 

６．【スキー・デイタイム利用】リフト料金 （満３才から有料 ※大人・小人一律料金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

★冬休み期間…１２/２５（月）～１/５（金） 

 

７．【スキー・デイタイム利用】インストラクター指導員料 

・<一般団体> 指導員１名 ２０，６００円 

指導員１名が担当する受講生数は、１５名を上限とします。 

インストラクター指導員料 キャンセル料の取扱について 

・前日の 17：00までに連絡あり        無料 

   ・前日の 17：00以降、前日中に電話連絡あり  キャンセル 1名につき 10.300円 

   ・当日電話連絡および電話連絡なし       キャンセル 1名につき 20,600円 
 

※ 実習日当日、当パークが雨天等の悪天候であり、かつ、当パークがスキー指導は困難と判断してスキー実習が中止となった場合、キャン

セル料は発生いたしません。 

    ※  電話受付時間は、営業終了時間までです。 

 

８．レンタルウェアに関するお問い合わせ 

 団体様のウェアレンタルのお申込み・お問合せは、下記までご連絡ください。 

株式会社ティエヌビー 

［住  所］ 〒583-0012 大阪府藤井寺市道明寺 4-10-62 

［連 絡 先］ TEL : 072-937-6000 ／ FAX : 072-955-3250 

 

９．お食事に関するお問い合わせ 

レストラン アルペンローゼ 

［住  所］ ※ 六甲山スノーパーク内 

［連 絡 先］ TEL : 078-891-0559 ／ FAX : 078-891-0619 
 

 
 

平日 リフトフリー     1,550円  1回券    150円 

土日祝日 

及び 

冬休み期間★ 

 

リフトフリー     3,100円   3時間券   2,050円 

 回数券(12回）   1,550 円  1回券     150円 

【ご案内】 

● ご利用の際は、必ず事前にお電話にてご予約ください。 

● ご予約はご利用日前日の１７時まで承ります。 

当日ご予約・事前ご予約のない団体様につきましては、一般料金の適用となります。  

● 安全にご利用いただくため、各日ともに団体利用の定員数を設けております。 

 ● 旅行代理店経由でのご予約も可能です。また、各種クーポンによるお支払いも可能です。 

   詳しくはお問い合わせください。 

 請求書発行をご希望の場合は、事前にご相談ください。 

 添乗員・乗務員へのサービスについては、スノーパークへ直接お問合せください。 

  ● 表示されている価格は、すべて税込み価格となります。 

  ● ご予約の手順、ご利用当日までの流れについては、スノーパークへ直接お問合せください。 

 

【入園・レンタルその他全般のお問い合わせ】 

六甲山スノーパーク    〒657-0101 神戸市灘区六甲山町北六甲 4512-98  

                 TEL:078-891-0366 ／ FAX:078-891-0757     

（１１/２３までは「六甲山カンツリーハウス」と併行して営業しております。） 



 ＦＡＸ：078-891-0757   六甲山スノーパーク 宛 

六甲山スノーパーク 一般団体予約詳細確認書  

                    申込日   年   月   日(  ) 

① スキー ・ 雪ゾリ(雪遊び)   ※ご希望の方に○印をお付けください 

② 来園日  平成   年   月    日(    ) 

③ 団体名                    

④ 住所 〒 

⑤ Ｈ29 年度利用有無   有・無・新規  ※いずれかに○印をお付けください 

⑥ 電話番号   －    －     FAX番号    －    － 

⑦ ご担当者名                    様 

⑧ 予定人数          大人    名 ・ 生徒    名 

⑨ スキーセットレンタル数   大人    セット・小人     セット 

  雪ゾリレンタル数           台 

⑩ ウエアレンタル    有 ・ 無 

     ※ 予約は㈱ティエヌビーに直接ご予約をお願いいたします。 

⑪ バス台数    台  (バス会社名               ) 

⑫ 到着予定時間     ：     実習開始時間    ：    

出発予定時間     ： 実習終了時間    ：    

⑬ スキー実習に伴うインストラクター  必要 (人数   名) ・ 不要   

⑭ レストランご利用（予約）     有 ・ 無 ・ 弁当持参 

  ※予約はレストラン・アルペンローゼにお電話にてお願いいたします。 

⑮ カメラマンの人数     名 

【備考欄】 

 

※こちらの FAXを確認後、当社で下記を記入し再 FAXさせて頂きます。 

受付完了致しました。 

＜受付確認印＞ 

受付担当者  受付日 月    日(   ) 

担当：高瀬(タカセ)、大野(オオノ) 

TEL：078-891-0366 （10:00～17:00、木曜定休日） 


