2020 年 12 月吉日

報道関係者 各位

「ふじてんスノーリゾート」
2020-2021 シーズンのご案内
感染症対策を徹底し、安心・安全なゲレンデ体験を提供します

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は、12 月中旬から 2020-2021
シーズンの営業開始を予定しております。今シーズンは新型コロナウイルス感染症対策を実施し、
お客様が安心して楽しめるスキー場を目指してまいります。
スキー・スノーボードなどのウィンタースポーツは、広大なゲレンデを個人単位で滑走するスポ
ーツであり、
「3 密」を避けながら楽しむことができるアウトドアスポーツです。
ふじてんスノーリゾートでは、リフト乗車時に家族やグループ以外での乗り合いを禁止するなど、
スキー場内の密になりうる箇所を重点的に感染予防対策を行い運営してまいります。リフト券の
WEB 購入システムやスクールの WEB 予約システム導入によるオンラインチケット販売・予約の促
進、各種イベントの自粛、混雑時の入場規制、その他、消毒やソーシャルディスタンスの確保な
ど徹底した施設内対策を行い、新たな営業形態でお客様をお迎えします。
WEB 購入リフト券は現地販売価格よりも安く購入することができます。また GoTo トラベルキャン
ペーンを適用し、河口湖駅とふじてんを格安で往復できる「ふじてんバスツアー」など、お得に
楽しめる施策を準備しております。
コースレイアウトは例年通り、初心者から上級者まで幅広く楽しめる 7 コース（最大斜度 32 度・
最長コース 1,500m）となります。
「スノーパーク」や「ちびっこ愛ランド」のほか、世界遺産・
富士山の眺望が楽しめる「富士山展望リフト」も営業いたします。
11 月下旬より降雪作業を開始し、12 月中旬のオープンを目指します。

ふじてんスノーリゾート概要
所在地
規模
標高
リフト

山梨県南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1
総面積 65ha、ゲレンデ面積 23ha
1,285ｍ～1,485ｍ（標高差 200ｍ）
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
ＨＰアドレス
Ｅメール
営業期間
営業時間
リフト運行時間

電話 0555-85-2000 FAX 0555-85-3074
https://www.fujiten.net
fuji-ten@fujikanko.co.jp
2020 年 12 月中旬～2021 年 4 月上旬 予定
平日：8：30～17：00
土日祝：8：00～17：00
平日：9：00～16：30
土日祝：8：30～16：30

ナイター営業
駐車場
アクセス

2020 年 12 月 26 日（土）～2021 年 3 月 7 日（日）の土日祝及び年末年始
※12 月 30 日～1 月 3 日は連続営業・ナイター営業時間：16：00～21：30
2,500 台 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
※平日及び 15 時以降は無料
・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）

●リフト料金
リフト 1 日券（平 日）
リフト 1 日券（土日祝）
スーパー午後券（13：00～21：00）

4,000 円
4,800 円
4,500 円

ナイター券（16:00～21:00）
スーパー1 日券（8：30～21：00）
回数券（1 回）

2,500 円
5,500 円
400 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・スーパー午後券・スーパー
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 2020 年 12 月中旬～2021 年 3 月下旬 予定
営業時間 9:00～16:30 （土日祝は 8:30～） ※ナイター営業はございません。
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

【2020-21 シーズンの新たな取り組み】
◆リフト乗車
・クワッドリフト（4 人乗り）は間隔を空けて 2 名まで ※家族・グループを除く
・ペアリフト（2 人乗り）の乗り合い禁止 ※家族・グループを除く
◆レストラン
・テイクアウトメニューの販売
・
「やまなしグリーンゾーン認証」取得済み（ケルン）
、取得予定（ヨーデル、もみの木）
◆リフト券販売
・リフト券 WEB 購入システムの導入 ※現地購入よりもお得に購入可能
◆スクール
・一般スクール（12/19～）に WEB 予約システムを導入
◆ふじてんバスツアー（12/26～1/3 及び 1/9～3/14 の土日祝日）
・土日祝日限定運行に変更。プランを 3 つに増やし、GoTo トラベル割引を適用し格安で利用可能

◆周辺宿泊施設
・
「富士緑の休暇村」にて、GoTo トラベル割引対象の「ふじてんリフト券付 1 泊 2 食付プラン」を販売
・
「ふじざくらイン」にて、GoTo トラベル割引対象の「ふじてんリフト券付素泊まりプラン」を販売

【当施設の感染症対策について】
◆スキー場全体
・場内各所にアルコール消毒液を設置
・定期的に不特定多数の方が触られる部分を中心に、施設内の除菌、消毒作業の実施
・適時窓を開け、施設内の換気の実施
・カンファスイの移動式噴霧器の設置
・飛沫防止の為、遮蔽シート、アクリル板などを設置
・館内・場内放送、掲示物による注意喚起
・ご来場時、検温の実施
・各種イベントの自粛、中止

◆チケット売り場・インフォメーション
・チケット売場など清算をともなう場所、インフォメーションなど案内窓口周辺、備品類の定期的な消毒
・キャッシュレス決済の推奨
・トレイを使用した現金やチケットの授受
・待機列場所には間隔を空けてお並び頂く様ご案内を設置
・飛沫防止の為、遮蔽シート、アクリル板などを設置

◆リフト・ゲレンデ
・リフト乗車時はご家族、及び１グループ毎の乗車を推奨したご案内
・
「ペアリフト」グループ以外での乗り合いの禁止
・
「クワッドリフト」グループ以外で乗り合う場合、1 人分以上の間隔を空けた乗車をご案内
・リフト乗車時のグローブ、ゴーグルの着用
・リフト乗車時のマスク、フェイスマスクの着用
・リフト待ち列での間隔（ソーシャルディスタンス）を確保ご協力の案内板を掲示
・リフト乗車時及び待ち列での会話制限にご協力の依頼
・リフト乗車中は極力前方を向いたまま座って頂く
・リフト運転終了後消毒作業の実施

◆レストラン・売店
・座席の間隔については一定の距離を確保する
・飛沫防止シールドの設置
・座席での会話制限にご協力依頼の依頼
・レストラン混雑予想時間のご案内
・短時間利用の推奨
・混雑時の入場制限（レストラン）
・テイクアウトメニューの推奨
・屋外（テラス席）の利用推奨
・キャッシュレス決済の推奨（売店）
・トレイを使用した現金やチケットの授受
・待機列場所には間隔を空けてお並び頂く様ご案内を設置

◆トイレ・ロッカー
・ハンドドライヤー使用禁止（トイレ）
・飛沫防止の為、蓋を閉めて流す（トイレ）
・定期的な巡回による清掃（トイレ・更衣室・ロッカー）

◆レンタル・スクール
・接触機会を減らす為、WEB での事前申込、決済を推奨（スクール）
・各レンタル用品（スキー・ボード・ブーツ・ストック）の返却後、除菌、消毒の徹底
・受付窓口周辺、備品類の定期的な消毒の実施
・トレイを使用した現金やチケットの授受
・待機列場所には間隔を空けてお並び頂く様ご案内を設置
※感染症予防対策については状況に応じて変更になる場合があります。

【従業員及びお客様の感染症対策について】
◆従業員の感染症対策について
・全ての従業員は出退勤時に体温や健康状態のチェックを行い、37.5℃以上の発熱や体調不良が見受けられ
た場合出勤いたしません。
・全ての従業員はマスクを着用し、施設に応じてフェイスシールドや使い捨てゴム手袋を着用させていただ
きます。
・お客様との接客時や、従業員同士のやり取りにおきまして、ソーシャルディスタンスを確保致します。
・出勤時、休憩前後などアルコールによる定期的な手指消毒を徹底致します。

◆お客様へのお願い
・原則ご来場頂くすべてのお客様にスキー場内でのマスク、フェイスマスク、ネックウォーマー等の着用を
お願い致します。
・厚生労働省公式推奨アプリ「COCOA（ココア）
」のインストールした上でのご来場を推奨いたします。
・スキー場混雑の際、3 密を避ける為、
「入場制限」を行う場合があります。
・待機列、レストラン、各施設の座席などお客様同士のソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
・こまめな手洗いやアルコール消毒のご協力をお願いします。
・クレジットカードや電子決済などキャッシュレスでのお支払いを推奨いたします。
・待機列では間隔(1ｍ)を空けて並んで頂きますようお願い致します。
※感染症予防対策については状況に応じて変更になる場合があります。

【イベント・サービスデーの自粛について】
◆2020-2021 シーズンは以下のイベント・サービスデーを自粛いたします
【イベント】
・プレ・オープニング
・ナイターオープニング
・ふじてんのクリスマス
・初笑いお年玉

【サービスデー】
・ファミリーデー
・曜日別県民デー
・レディースデー
・シニアデー

・花火大会
・親子雪上運動会
・趣味合コン
・圧雪車乗車体験

＜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
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