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株式会社ピカ（本社：山梨県富士吉田市）が静岡県裾野市で運営する富士山南麓二合目のスノーパーク イエテ

ィでは、今シーズン開催中の「雪ミク」コラボの第二弾を 2021年 12月 18日（土）よりスタートいたします。 

 

2010 年の『さっぽろ雪まつり』で“真っ白い「初音ミク」の雪像”を作ったことをきっかけに誕生し、現在は北海道を

応援するキャラクターとして多方面で活躍している「雪ミク」。今シーズンのイエティでは、その「雪ミク」とのコラボイ

ベントを初開催しており、フォトスポットやコラボメニューなど様々な取り組みを展開しております。 

12 月 18 日（土）からの期間は、コラボ第二弾として企画がますますパワーアップいたします。富士山をバックに

「雪ミク」とペットの「ラビット・ユキネ」がスノーボードやスキーを楽しむ躍動感溢れるイラストをはじめ、今回のコラボ

のために描きおろされた 3種類のビジュアル（加藤アカツキ氏作）を公開。そのビジュアルを用いた可愛さ満点のグ

ッズが多数登場する他、場内にはフォトスポットが追加され一緒に記念撮影

をお楽しみいただけます。大好評のコラボメニューとあわせて、より一層世界

観に浸れること間違いなしです。また、毎週土曜日のナイターは、ゲレンデ

BGMが雪ミクソングでジャックされる「雪ミク night」も開催いたします。 

なお、コラボ第二弾初日の 12 月 18 日（土）には、「雪ミク」も登場いたしま

す。普段は北海道でしか会えない「雪ミク」に静岡県で会えるこのチャンスを

ぜひお見逃しなく。 

 

イエティでは、ご来場いただく全てのお客様が安心してお楽しみいただける

よう感染症対策を徹底しております。「雪ミク」とのコラボでますます楽しみ方

の幅が広がるスノーパーク イエティに、どうぞご注目ください。 

 

 

～スノーパーク イエティ×雪ミク コラボ第二弾～ 

12/18（土）よりパワーアップ！オリジナルグッズも登場！ 



【「雪ミク×イエティ」概要】 

■期間 

2021年 10月 22日（金）～2022年 2月 13日（日） ※予定 

■特設ページ 

 https://www.yeti-resort.com/yeti_snowmiku_2021/ 

■内容 

★コラボオリジナルの描きおろしビジュアルが完成！ 

加藤アカツキ氏によるコラボオリジナルの描きおろしビジュアルが完成しました。富士山をバックに「雪ミク」とペッ

トの「ラビット・ユキネ」がスノーボードやスキーを楽しむ躍動感溢れるイラストをはじめ、雪だるまを作って遊ぶ「雪ミ

ク」と「ラビット・ユキネ」、そり滑りを楽しむ「雪ミク」の SDバージョンという 3種類のイエティオリジナルイラストです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★描きおろしを使ったコラボオリジナルグッズ、12/18（土）より販売開始 

3 種類の描きおろしビジュアルを用いたコラボオリジナルグッズの販売を 12月 18日（土）より開始いたします。タ

ペストリーやラウンドクッション、アクリルスタンドなど、ご自宅でも「雪ミク」の弾ける笑顔をご堪能いただける可愛さ

満点の商品が揃います。 

【オリジナルグッズ紹介 ※税込】 

・ラウンドクッション（2種）    各 3,960円 

・B2 タペストリー（2種）     各 3,570円 

・アクリルスタンド（2種）    各 1,650円 

・ホログラム缶バッジ 3個セット 1,980円 

・A4クリアファイル 3枚セット   1,320円 

・アクリルキーホルダー         748円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラウンドクッション（2 種）各 3,960 円 

A4 クリアファイル 3 枚セット 1,320 円 

アクリルスタンド（2 種）各 1,650円 アクリルキーホルダー 748 円 

https://www.yeti-resort.com/yeti_snowmiku_2021/


★場内のフォトスポットがさらに豪華にパワーアップ！ 

場内装飾に描きおろしビジュアルのフォトスポットや「雪ミク」の隣に並んで写真が撮れる等身大パネル等が追加

され、さらに豪華にパワーアップいたします。「雪ミク」や「ラビット・ユキネ」と一緒に記念撮影をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★オリジナルグッズ付きコラボチケットを販売中！バスセット券は描きおろしポストカード付き！ 

 「雪ミク」のシルエットが描かれたオリジナルネックウォーマー付きのコラボチケットに、11 月下旬よりアクセスに

便利なバスセット券が加わります。静岡県内の他にも新宿や横浜など首都圏からのアクセスも充実。バスセット券

をご利用の方には、乗車記念として描きおろしビジュアルのポストカードもプレゼントいたします。 
 

【料金（オリジナルネックウォーマー付き） ※税込】 

入場券（観覧券） ＜全  日＞ 大人 1,800円 ／ 小人・シニア 1,350円 

1日券（滑走券） ＜平  日＞ 大人 4,000円 ／ 小人・シニア 3,000円  

＜土休日＞ 大人 4,500円 ／ 小人・シニア 3,500円  他 

※大人＝中学生以上、小人＝3歳～小学生、シニアは 60歳以上（要証明） 

※往復バス乗車券付きのコラボチケットは 11月 27日（土）分より販売開始いたします。 

  首都圏、静岡県内など発着地を多数ご用意しております。詳細は HPにてご確認ください。 

【URL】 https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/YTC2.php 

 

★大好評！可愛さ満点の「雪ミク」コラボメニュー 

場内レストランでは、「雪ミク」やペットの「ラビット・ユキネ」にちなんだ 9 種類のコラボメニューを販売しております。

こだわりのメニューはどれも見た目が可愛いだけでなく、味も絶品です。 

【コラボメニュー（一例） ※税込】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※★付きメニューは、2010～2021年の「雪ミクオールスターズ」のモナカがランダムでトッピングされます。 

10/22(金)～12/17(金)は2010～2015年（6種類）、12/18（土）～1/19（金）は2016～2021年（6種類）のランダム、 

1/20（土）～2/13（日）は全 12種類のランダムとなります。 ※絵柄はお選びいただけません。 

※「雪ミク」コラボメニュー以外にもこだわりのメニューを多数販売しております。詳しくは HPをご覧ください。 

 

コラボ限定ネックウォーマー 
（イメージ） 

ネギの富士山盛りラーメン 

～雪ミクシルエットをのせて～ 

＜1,300 円＞ 

雪ミク登頂！雪ミク富士山カレー 

＜1,400 円（★）＞ 

一緒にフーフーしよ！ 

あったかネギポタージュ 

＜650 円（★）＞ 

雪ミクカラーチーズケーキ 

＜700 円（★）＞ 

https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/YTC2.php


【特典】コラボメニュー1 品ご購入につき、2010～2021 年歴代の雪ミクねんどろいどデザインの「雪ミクオールスター

ズ」紙コースター全 12種類のうちランダムで 1枚をプレゼントいたします。※絵柄はお選びいただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「雪ミクオールスターズ」とは…＞ 

「雪ミク」は 2012 年から、「ラビット・ユキネ」は 2015 年から、テーマに合わせて公募した様々な衣装を着て冬の

北海道を応援しています。「雪ミクオールスターズ」は歴代の衣装を纏った「雪ミク」を展開してくシリーズです。 

 

★ゲレンデ BGMを雪ミクソングでジャック！「雪ミク night」スタート！ 

毎週土曜日のナイターは、ゲレンデ BGMが歴代の雪ミクソングでジャック 

される「雪ミク night」を開催いたします。ロマンチックなゲレンデに雪ミクの 

曲が花を添え、スキーヤー、スノーボーダーの気分を盛り上げます。 

・開催日時  2021年 12月 18日（土）～2022年 2月 12日（土）  

毎週土曜日ナイター（15：30～22：00） 

 

 

 

コラボ第二弾のスタートを記念して、「雪ミク」のグリーティングイベントを開催いたします。 

普段は北海道で活動する「雪ミク」に静岡県で会えるこのチャンスをぜひお見逃しなく。 
 

【開催日】 2021年 12月 18日（土） 

※登場時間などの詳細はスノーパーク イエティの公式 SNSにてお知らせいたします。 

 
 
 

◆「雪ミク」とは… 

 「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターで、2010年の『さっぽろ雪まつり』で 

“真っ白い「初音ミク」の雪像”を作ったことをきっかけに誕生しました。現在では、 

北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとの 

コラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。 

 

【SNOW MIKUポータルサイト https://snowmiku.com/ 】 

 

 

 

 

 

 

～ イベントのご案内 ～ 

 

https://snowmiku.com/


◆2021-2022シーズン営業概要 

■営業期間  2021年 10月 22日（金）～ 2022年 3月 21日（月祝） ※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。 

■営業時間  平日 10時～22時（10月～2月）・10時～16時（3月） 土日祝 9時～22時 

※詳細は HPをご確認ください。 

※オールナイト営業は今シーズンは行いません。 

※3月の日曜日は 9時～16時 30分までの営業となります。 

■料金     1日券    ＜平 日＞ 大人 3,500円 ／ 小人・シニア 2,500円 

＜土休日＞ 大人 4,000円 ／ 小人・シニア 3,000円 

ナイター券  ＜全 日＞ 大人 2,500円 ／ 小人・シニア 2,000円 

観覧券    ＜全 日＞ 大人 1,300円 ／ 小人・シニア   850円 

※大人＝中学生以上、小人＝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。 

■お問合せ  静岡県裾野市須山字藤原 2428（富士山南麓・標高 1,300～1,450ｍ） 

TEL：055-998-0636  http://www.yeti-resort.com/ 

 

スノーパーク イエティでは、「三密対策」と「お客様・スタッフの健康管理」の 2つを軸に徹底した感染症拡大予

防対策を講じて、お客様が安心してご来場できますよう安全対策に努めて参ります。感染症予防対策の詳細を HP

で事前にご確認いただいたうえでご来場くださいますよう、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

＜株式会社 ピカ＞ 

「人と人、人と自然のインターフェースになる」ことを企業理念とし、「PICA 

リゾート」ブランドで運営するアウトドアリゾート事業を中心に、スーベニア 

ショップ・カフェなどフードリテール事業、温浴事業、エンターテイメント事業、 

指定管理事業を山梨・静岡・神奈川・埼玉で展開しています。私たちが提供 

するサービスを通じ、人と人との想いや大切な時を結びつけ、自然のもつ 

力強さ、素晴らしさ、楽しさを共有してまいります。 

 

【株式会社ピカ HP】 https://pica-corp.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.yeti-resort.com/
https://pica-corp.com/

