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富士山 2 合目のスキー場 「イエティ」

20 年連続で日本一早く 10 月 19 日（金）オープン
この冬、新たなアクティビティゾーンも登場

過去オープン時の写真

“日本一早くオープンするスキー場”でおなじみ、富士山 2 合目のスキー場「イエティ」
（静岡県裾野
市）は、今年も屋外スキー場としては日本一早い、10 月 19 日（金）午前 10 時よりオープンいたします。
「イエティ」は今年 20 周年を迎えるため、20 年連続で日本一早いオープンとなります。
日本一早くオープンするため、オープンの 10 日前から外気温に関係なく造雪ができる ICS（アイスク
ラッシュシステム）を用いて１日で約 550 トンの人工雪を造ることで、10 月 19 日の当日には全長約 1km
のゲレンデが完成します。
オープン当日、午前 10 時までに仮装（コスプレ）して来場したお客様は、入場滑走料が無料となるの
で、周りの山々が紅葉しつつある中、白銀のゲレンデを個性あふれる仮装で滑るスキーヤー・スノーボー
ダーの姿は富士山の秋の風物詩となっております。
また、20 週年を迎える今シーズン、イエティでは様々なイベントを予定しております。第一弾として、
11 月 11 日（日）までの期間、20 周年の感謝を込めたオープニングキャンペーン料金をご用意いたしまし
た。どこよりも早く冬の訪れをお楽しみください。
そして、今年のイエティは、名称を新たにフジヤマ スノーリゾート「イエティ」として、スキー・ス
ノーボードだけではないウィンタースポーツの楽しさを発信する“総合スノーリゾート施設”として生ま
れ変わります。

【新施設】アウトドア・アクティビティゾーンが登場
富士山 2 合目という地形を生かし、通年でアウトドア・アクティビティが楽しめるエリアがフジヤマリゾ
ートのエリア一帯に誕生します。イエティのオープン時から 12 月中旬（予定）はグリーンシーズンとし
て、
「マウンテンバイク」や、ペダルがない二輪車「ランニングバイク」などの爽快なアクティビティを
楽しめるほか、展望 BBQ が楽しめるエリアがオープン。また、12 月下旬からのウィンターシーズンでは、
ダイナミックに雪の斜面を駆けるスリリングな「スノーモービル」や「ファットバイク」が登場。スキー
やスノーボードだけではない、ウィンタースポーツを体験できます。
※詳細は後日、別途プレスリリース致します。

夏季：マウンテンバイク

冬季：スノーモービル
※画像はイメージです

2018 シーズン「オープニングイベント」概要
（1）オープニングセレモニー
■日
■内

時
容

■スケジュール

平成 30 年 10 月 19 日（金）9:55～
“日本一早い”オープンを来場されたお客様と共に祝います。
カウントダウンからの掛け声とともに、風船が大空を舞う中、仮装したスノーボーダ
ーやスキーヤーたちが一斉に滑り出します。
9:00
お客様入場開始
9:55
オープニングセレモニー開始（お客様インタビュー、カウントダウン等）
10：00 オープン（滑走開始） ※滑走は仮装、一般の順になります。

昨年のオープニングイベントの様子

（2）
“仮装”で “滑走”無料イベント
毎年恒例、オープン当日の午前 10 時までに 2 アイテム以上の装着もしくは体の半分以上の面積を占める
仮装をした状態でエントリーした方は入場滑走料が無料になります。個性あふれる仮装でイエティでの初
滑りをお楽しみください。

＜ハロウィンキャンペーンも開催＞
今年はオープン当日だけでなく 10 月 31 日（水）までの期間中は毎日、仮装でイエティを楽しめます！仮
装姿で来場し、写真撮って SNS（Twitter/Instagram）に投稿してくださったお客様は、ハロウィン特別
滑走料金でお楽しみ頂けます。お好きな格好で写真を撮って、お得に初滑りを楽しめます。
※詳細はＨＰをご確認ください。

2018-2019 シーズン フジヤマ スノーリゾート「イエティ」 TOPICS

１．イエティは “フジヤマ スノーリゾート”に生まれ変わります。
イエティは今シーズンより“スノータウン イエティ”から、富士山の麓にあるスノーアクティビティ
の楽しさを提供する総合スノーリゾート施設として生まれ変わるべく、
“フジヤマ スノーリゾート イエ
ティ”に名称変更いたします。これまで通り、スキーやスノーボードを楽しめるのはもちろん、12 月中
旬からの楽しめる「スノーモービル」
「スノーラフティング」などのアクティビティを提供し、国内外問
わず幅広い層のお客様も楽しめるリゾート施設となります。
２．今年はシーズンインからナイター営業！毎日夜 10 時まで滑れます
今年のイエティは毎日ナイター営業！毎日夜 10 時まで滑れるから仕事・学校終わりでもたくさん滑れ
ます。シーズンパスポートよりも値段が安い、ナイターパスポートも販売中です。また、11 月末からは
毎週末、オールナイト営業！（営業日、料金等はＨＰをご確認ください。
）
３．アクセス楽々！首都圏からの直行ライナーバスやお得な路線バス、レンタカープランも充実
マイカーを持っていない方や雪道の運転に不安な方おススメ！ 首都圏・静岡県の 17 駅から直行ライ
ナーバスを運行するほか、路線バスについても増便します。それぞれ、入場滑走券がセットになったおト
クな乗車券や、レンタル付きプランも用意しておりますので手ぶらでお気軽にご利用頂けます。
グループでお越しのお客様には、レンタカープランもおススメ！人数が増えるほど料金がお得に。
みんなでワイワイしながら、時間を気にする事無く一日中お楽しみいただけます。
【直行バス発着地】
新宿駅、品川駅、立川駅、横浜駅、町田駅、武蔵小杉駅、川崎駅、
藤沢駅、たまプラーザ駅、日吉駅、センター北駅、市が尾駅、国府津駅、
新松田駅、静岡駅、富士宮駅、沼津駅
【路線バス発着地】
御殿場駅、三島駅、裾野駅、富士駅、吉原中央駅、富士宮駅

４．超お得！シーズンパスポート発売中！
いつでも入場滑走 FREE のシーズンパスポートはまだまだ販売中です。10 月 31 日（水）までの「早割
料金」に申し込むと最大 5,000 円オフ！10 月 19 日から毎日滑れるからシーズンパスポートの購入が断然
お得です。30 分前優先入場のファストランや駐車場完全無料の特典はもちろんのこと、リフト 1 日券が
半額になる提携のスノーバーズクラブ加盟スキー場が 2 つ増え、19 施設とパワーアップ！さらに、隣接
する遊園地ぐりんぱの入園無料や入園無料で話題の富士急ハイランドの割引など、富士急グループならで
はの特典も盛り沢山！
＜シーズンパスポート料金（10 月 31 日の早割価格）＞
シーズンパスポート
40,000 円→35,000 円
ナイターパスポート
22,000 円→19,000 円
シーズンパスポート・キッズ
32,000 円→28,000 円
ナイターパスポート・キッズ
18,000 円→15,000 円 ※詳しくは HP をご確認ください

【フジヤマ スノーリゾート イエティ 2018－2019 の営業概要】
１．営業期間
2018 年 10 月 19 日（金）～ 2019 年 4 月 7 日（日）
（※予定）
＊期間中無休。但し、天候等により予告なしに休場する場合があります。
＊積雪状況により、営業期間の変更を行う場合がございます。
２．所 在 地
静岡県裾野市須山字藤原 2428（富士山南麓・標高 1,300～1,450ｍ）
３．営業時間
平日 9 時～22 時
土日祝 8 時～22 時
＊日・祝、振替休日は休日扱いになります。
＊オールナイト営業日は公式 HP でご確認ください。
＊オールナイト営業時間は平日・土日祝ともに 15 時 30 分～翌朝 8 時まで
４．料
金
☆オープニングキャンペーン期間（オープン時～11/11）
券種
１日券
ナイター券

平日
土休日
全日

おとな
2,500 円
3,000 円
2,000 円

こども・シニア

2,000 円
2,500 円
1,500 円

☆レギュラー期間（11/12～3/22）
券種
１日券
ナイター券

平日
土休日
全日

おとな
3,500 円
4,000 円
2,500 円

こども・シニア

2,500 円
3,000 円
2,000 円

☆スプリングキャンペーン期間（3/23～4/7）
券種
１日券
ナイター券

全日
全日

おとな
2,500 円
2,000 円

こども・シニア

2,000 円
1,500 円

＊おとなは中学生以上、こどもは 3 歳～小学生、シニアは 60 歳以上（要証明）が対象になります。
＊１日券は 22 時まで有効です。ナイターは 15 時 30 分以降のご入場になります。
＊オールナイト営業時、一日券をお持ちの方は、22 時以降は別途ナイター券が必要となります。
＊オールナイト営業時、ナイター券でご利用の場合は翌朝 8 時まで有効です。

５．Ｗ Ｅ Ｂ

http://www.yeti-resort.com/

