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来年は受験だからこそ！スベるなら今だ！

スノーパーク イエティ 「高２割」
１/１５（土）～３/２１（月祝）、高２だけ全力えこひいき！

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、2022 年 1 月 15 日（土）～3 月 21 日（月祝）の期間、来年受験を控える高校 2 年生だけを全力でえ
こひいきするキャンペーン、その名も「高 2 割」を開催いたします。
本キャンペーンは、
「来年は受験があり、絶対にスベれない」という高校 2 年生の皆さまに向けて、
「今年
のうちに思う存分スベって転んでおけば、来年はきっとスベらないに違いない！」というイエティからのエ
ールを込めて実施する特別企画です。本年は昨シーズンに引き続き 2 回目の開催となります。
期間中、高校 2 年生は、1 日入場滑走料（通常 平日 3,500 円、土休日 4,000 円）がたったの 2,000 円で
ご利用いただけるうえ、スキーやスノーボードセットおよびウェアのレンタル（合計 7,900 円相当）がなん
と全て無料に。万が一制服のまま手ぶらで滑りに来てしまっても安心です。さらに、真っ赤な料理を完食し
て“赤”点を食い尽くす「激辛パウダー」や滑り止め付き「七転び八起き軍手」もプレゼントいたします。
また、今シーズンは便利なアクセスバスがますます充実いたします。新宿・横浜などの首都圏エリアをは
じめ、御殿場・三島など静岡県内の発着地を多数ご用意しており、ご自宅の近くからイエティまで楽々スル
ーパス。通常のおよそ半額という学生のお財布にも優しさ満点の価格でご利用いただけます。
今シーズンのイエティでは、ご来場いただく全てのお客様に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。
“高 2”の皆さんに贈るイエティの全力えこひいきにぜひご注目ください。

一年先に、スベっとこう。その名も「高２割」
■期間
2022 年 1 月 15 日（土）～3 月 21 日（月祝）※予定
■対象
高校 2 年生限定
※イエティのチケット売り場にて学生証をご提示いただきます。
■特典
①“高 2”だけが超お得！イエティまでバスで楽々スルーパス！
イエティが“高 2”を全力えこひいき！たったの 2,000 円で滑走券をご購入いただけるほか、
首都圏エリア、静岡県内発着の便利なバスセット券も破格でご用意しております。
【販売券種】
＜1 日入場滑走券＞
2,000 円（通常：最大 12,400 円）
＜バスセット券（1 日入場滑走券＋往復バス乗車）＞
〇東京都内発着
新宿駅・町田駅

1～2 月：7,500 円、3 月：7,000 円（通常：15,900 円）

八王子駅

1～2 月：7,000 円、3 月：6,500 円（通常：15,400 円）

〇神奈川県内発着
横浜駅・藤沢駅

1～2 月：7,500 円、3 月：7,000 円（通常：15,900 円）

日吉駅・たまプラーザ駅・センター北駅・市が尾駅

6,000 円（通常：11,800 円）

国府津駅・新松田駅 4,650 円（通常：9,950 円）
〇静岡県内発着
御殿場駅・三島駅・裾野駅・富士駅・吉原中央駅 3,700 円（通常：9,000 円）
②手ぶら大歓迎！レンタルがぜ～んぶ無料！
スキーまたはスノーボードセットとおしゃれなウェア上下セットの
レンタルがなんと全て無料に。万が一制服のまま手ぶらで滑りに来て
しまっても安心です。
※レンタルにグローブ、帽子、ゴーグルは含まれません。
③真っ赤な「激辛パウダー」プレゼント！
レストランをご利用の方に、
「高 2 割」オリジナルラベルの「激辛
パウダー」をプレゼントいたします。都内激辛有名店「赤い壺」の
本気の辛さに打ち勝てば、来年はもう“赤”点なんて怖くない！
④滑り止め付き「七転び八起き軍手」プレゼント！
イエティから「スベり認定」の証として、格言入り軍手をプレゼント
いたします。今シーズン思う存分スベった高 2 は、来年はきっともう
スベらないに違いない！

■購入方法
イエティ公式サイト内「高 2 割」特設ページよりチケットをご購入いただけます。
※イエティのチケット売り場にて学生証をご提示いただきます。
【特設ページ】 https://www.yeti-resort.com/ko2/

「スノーパーク イエティ×雪ミク」コラボ開催中！2/13（日）まで

今シーズンのスノーパーク イエティでは、北海道応援キャラクターとして活躍する「雪ミク」とのコラボイベントを
初開催しております。場内ではフォトスポットやコラボメニューが楽しめるほか、ノベルティ付きのコラボチケットや描
きおろしを使用したオリジナルグッズの販売、毎週土曜日限定のナイターイベントなど盛りだくさんの内容となって
おります。なお、隣接するキャンプ場「PICA 富士ぐりんぱ」では宿泊プランも販売中です。コラボイベントは 2 月 13
日（日）までとなっておりますのでお見逃しなく。
【特設ページ】 https://www.yeti-resort.com/yeti_snowmiku_2021/
「雪ミク」ご紹介
「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/

◆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/

