
 

 

2019 年 11 月吉日 

報道関係者 各位 

 

家族で楽しめるスキー場 

2019-2020 シーズン「ふじてんスノーリゾート」 

ファミリー向けのゲレンデやイベント・ 

お得なサービスデーが充実！！ 

    
富士観光開発株式会社（本社・山梨県南都留郡富士河口湖町船津 3633-1 代表取締役社長 志村

和也）が運営する山梨県鳴沢村のスキー場・ふじてんスノーリゾートでは 2019-2020 シーズン、

恒例のファミリー向けイベントやサービスデーをさらに充実させて実施致します。 

 

世界遺産・富士山の麓、標高 1,285m～1,485m、総面積 65ha の敷地内には初心者から上級者まで

幅広く楽しめる 7 つのコース（最大斜度 32度・最長コース 1,500m）がレイアウトされており、

スノーパークやモーグルコースなどスキー、スノーボード共に楽しめるコースが揃っています。

また、「ちびっこ愛ランド」はソリ・雪遊びが楽しめるだけでなく、ちびっこ専用のスキー・スノ

ボゲレンデを完備しており、小さなお子様連れのファミリーが安心して遊べる人気のエリアです。 

 

今シーズンは親子で楽しめるイベントを充実させ、親子揃って仮装が楽しめる上、サンタもしく

はトナカイの全身仮装でリフト 1日券が無料になる「ふじてんのクリスマス」や今回で 4回目の

開催となる「親子雪上運動会」、貴重な体験ができると好評の「圧雪車乗車体験」等ファミリー向

けのイベントを多数企画しています。さらにご家族でリフト券を購入する際お得になる「ファミ

リーパック」もご用意しています。 

また、小学生以下のリフト券と「ちびっこ愛ランド」入場料が無料になる「ファミリーデー」や

曜日ごとに定められた県民の方がお得にリフト券を購入できる「曜日別県民デー」等サービスデ

ーも多数設けています。 

 

2019-2020 シーズンのオープンは 12 月中旬を予定しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファミリーにおすすめのイベント】 

◆サンタの仮装で集まろう!「ふじてんのクリスマス」  
開催日：12/24（火）・12/25（水） 
ゲレンデを沢山のサンタやトナカイが埋め尽くす恒例のイベントです。イベント開催日にサンタもしくは
トナカイの全身仮装でリフト 1 日券が無料になります。（※衣装チェックがあります／ちびっこ愛ランド
は別途有料になります） 

◆親子で一緒に参加しよう！「親子雪上運動会」開催！ 

開催日：3/7（土） 
今シーズンで 4 回目の開催となる参加無料の雪上運動会。親子ソリ競争など沢山の種目があり、親子（親
＋小学生）2 人一組で参加できます。今年は「富士観光開発 60 周年ふじっピ杯」と称して、イベントを
さらに盛り上げる企画も用意しています。（上位入賞で賞品あり・合計先着 30 組限定） 
※詳細はホームページや SNS でご案内します。 

◆普段味わえない貴重な体験「圧雪車乗車体験」開催！ 
普段は乗ることができない圧雪車に乗り、白銀世界をドライブします。ゲレンデ作りの様子を見ることが
できる貴重なイベントです。綺麗な景色に、運が良ければ動物たちに出会えるかもしれません。参加無料
です。 (体験は乗車のみです。運転はできません。）  
※実施日についてはホームページや SNS 上で告知いたします。 
※参加人数には限りがあります。 

 

【お得なサービスデー】 

◆お子様連れにお得な「ファミリーデー」！ 

開催日：1/13（祝）・2/9（日）・3/1（日） 
小学生以下のリフト料金が無料、さらにナイター滑走も OK になるお得なサービスデーです。ちびっこ愛ラ
ンドの入場料も無料になります。（小学生以下限定） 
◆曜日別でお得に滑れる！「曜日別県民デー」 
開催日：12 月平日～3/27（金）（年末年始 12/28～1/5 及び祝日は除く） 
対象：月曜日…東京都民、火曜日…神奈川県民、木曜日…静岡県民、金曜日…その他県民及び外国の方 
対象曜日の県民の方は、リフト 1 日券（通常大人 4,000 円）が 2,300 円で購入できます。 
※リフト券購入時に住所記載の公的証明書が必要となります。 
◆レディースデー  

開催日：1/8(水)～3/25(水)までの毎週水曜日 
リフト 1 日券 2,300 円、ランチ 700 円、ケーキセット 500 円(ドリンク付き)でご利用いただけます。 
◆シニアデー  

1/10(金)～3/27(金)までの毎週金曜日 
60 歳以上の方はリフト 1 日券が 2,300 円になります。 
※年齢がわかる免許証等の公的証明書が必要となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019-2020 シーズンイベント】 

◆プレ・オープニング 
開催期間：オープン時～滑走コースが 2本になるまで 

リフト 1日券が 2,300 円になります。 

 

◆ナイターオープニング 
開催日：ナイター営業初日  

内容：ナイターリフト券 1,500 円／リフト 1日券でナイター滑走可能 

 

◆初笑いお年玉 
開催日：1/1（元日） 

リフト 1日券もしくはスーパー午後券 2,300 円／ナイターリフト券 1,500 円 

小学生以下リフト無料（20：00まで滑走可能） 

※ちびっこ愛ランドは別途有料になります。 

 

◆冬の夜空を彩る！「花火大会」 
期間：1/18（土）・2/15（土） 

冬の澄んだ夜空に約 600 発の花火が打ち上げられます。ゲレンデから打ち上げられるため迫力満

点です。 

※観覧無料 ※18:00 より打ち上げ予定 

 

◆趣味合コン 
開催日：1/18（土）ナイター、2/15（土）ナイター、3/22（日）デイタイム 

スキー＆スノボを共通の趣味として楽しみながら交流できます。詳細は HPまたはふじてんスクー

ル（0555-85-3091）までお問い合わせ下さい。 

 
＜本件に関するお問い合わせは＞ 

富士観光開発株式会社・総務部広報課   

〒401-0396 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 3633-1   

TEL 0555-72-1194  FAX 0555-72-3402 

URL https://www.fuji-net.co.jp/   E-mail koho@fujikanko.co.jp 

Fujikanko Kaihatsu.Inc  All Right Reserved2019 

【ファミリーにおすすめのサービス】 

◆ご家族のリフト券購入がお得に！「ファミリーパック」 

ご家族でご利用になる方におすすめのリフト券パックです。 
対象：リフト 1 日券もしくはスーパー午後券 

●ファミリーパック料金 
 土日祝および 12/28～1/5 平日 
 通常料金 割引後の料金 通常料金 割引後の料金 

大人 1名・ジュニア 1 名 8,000 円 6,500 円 7,000 円 5,500 円 

大人 1名・ジュニア 2 名 11,500 円 9,000 円 10,000 円 7,500 円 

大人 2名・ジュニア 1 名 12,500 円 9,500 円 11,000 円 8,000 円 

大人 2名・ジュニア 2 名 16,000 円 12,000 円 14,000 円 10,000 円 

 



 

 

ふじてんスノーリゾート概要 

 

●リフト料金 

リフト 1日券（平 日） 4,000 円 ナイター券 2,500 円 

リフト 1日券（土日祝） 4,500 円 スーパー1日券（8：30～21：30） 5,500 円 

スーパー午後券（13：00～21：30） 4,500 円 2 日券 8,000 円 

※ジュニア(4 歳～小学生)・シニア(60 歳以上)の方はリフト 1 日券が 1,000 円引きとなります。 
 
●ちびっこ愛ランド料金 

営業期間 2019 年 12 月中旬～2020 年 3 月下旬 予定 

営業時間 9:00～16:30（ナイター16:00～18:00 ※土日祝のみ） 

入場料（大人・小人）800 円 ／ そりレンタル（1日）500 円 

※リフト券（回数券・時間券除く）購入者は入場無料 

 

●駐車場料金 

〇平日及び 15時以降…無料 

土日祝及び年末年始（12月 28日～1月 5日） 

乗用車…1,000 円/二輪車…500 円/マイクロバス…2,000 円/大型バス…3,000 円 

所在地      山梨県南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1 

規模 総面積 65ha、ゲレンデ面積 23ha 

標高 1,285ｍ～1,485ｍ（標高差 200ｍ） 

リフト 4基（クワッドリフト 1基、ペアリフト 3基） 

コース 7コース（初級 40％、中級 45％、上級 15％） 

最長 1,500ｍ 最大コース幅 60ｍ 最大斜度 32 度 

お問い合わせ 電話 0555-85-2000 FAX 0555-85-3074 

ＨＰアドレス https://www.fujiten.net 

Ｅメール fuji-ten@fujikanko.co.jp 

営業期間 2019 年 12 月中旬～2020 年 4 月上旬 予定 

営業時間 平日：8：30～17：00  土日祝：8：00～17：00 

リフト運行時間 平日：9：00～16：30  土日祝：8：30～16：30 

ナイター営業 2019 年 12 月 21 日（土）～2020 年 3 月 8 日（日）の土日祝及び年末年始 

※12 月 28 日～1 月 5 日は連続営業・ナイター営業時間：16：00～22：00   

駐車場      2,500 台収容 

アクセス ・中央自動車道・河口湖 I.C⇒国道 139 号線を本栖湖方面へ。 

天神山交差点を左折。（河口湖 I.C から車で約 20 分、13ｋｍ） 


