
2021-2022

2022-2023
シーズンパスポートのお知らせ

ジュニア
￥30,500

※小学生以下大人
￥49,000

シーズンパスポート

含まれるもの：記名者のロープウェイ往復・リフト乗車、

ご利用可能期間 ：2022-23シーズン中、ゲレンデ滑走可能日
　　　　　　  　(2022年12月24日～2023年3月21日の予定)

・シーズンロッカー割引

　 　\15,000 → \12,000に割引、

　 　お電話にてご予約ください。

   
・グループスキー場特別優待

　 　グループスキー場のリフト券

   　をご本人様のみ特別価格にて

　 　ご購入いただけます。

典特

記名者運転（または同乗）の駐車料金

ご利用方法

②

駐車場料金ゲート

①必ず、一旦停止

パスポートご提示

③帽子やサングラスを
　外し、本人確認

ロープウェイのりば改札

① パスポートご提示

②帽子やゴーグルを
　外し、本人確認

山頂インフォメーション

① パスポートお預け ①フルネームをお伝えください

②ゴーグルやサングラスを
　外し、本人確認

③リフト券お受け取り ③当日のリフト券と引き換えで

パスポートお受け取り

②ゴーグルやサングラスを外し
　本人確認

滑走前に 滑走後、下山の前に

④確認後、ゲート通過

③確認度、改札通過

※記名本人以外にはお渡しできません。
お子様も必ずご本人がお越しください。



不備があれば
受付できません

必要書類
①記入済み「同意書 兼 申込用紙」
②ジュニアパスポートをお申し込みの方のみ、生年月日を証明できる書類（コピー可）
③撮影後半年以内の、下記条件を満たした証明写真 1枚

・パスポートサイズ（ たて 3.5cm × よこ 4.5cm ）のもの
・記名本人のみを撮影したもの
・６か月以内に撮影したもの
・目、鼻、口が隠れていないもの
・正面、無帽、無背景のもの
・鮮明、ピントが合っているもの
・眼鏡が反射していないもの
・平常時の顔貌と著しく異ならないもの

証明写真

・券面の記名本人のみご利用いただけます。

別紙の「スキー場利用約款」「注意事項・お願い」に同意いただいたにも関わらず遵守いただけ
ない場合や、営業妨害と判断した行為、逸脱したクレーム、お荷物の放置、禁止区域への立ち入り、
パスポートの不正利用や転売が発覚した場合など、直ちにパスポートの没収・利用停止をさせて
いただき、次年度以降のパスポートの発行は行いません。

ご利用時ご注意ください

・ゴーグルやサングラスを外し、券面全体が見えるようにスタッフにご提示ください。
　不正利用を防ぐため、本人確認にご協力お願いいたします。

・山頂インフォメーションでリフト券への交換が必要です。

・お帰りの際は、当日のリフト券と引き換えにパスポートをお返しします。お受け取りいただいた後、
　ロープウェイへご乗車ください。

・パスポートへの交換をお忘れになられた場合、落とし物としてお預かりいたします。
　次回ご来場の際、山麓駅チケット売り場横のサービスデスクまでお越しください。
　引き換えお忘れの日の使用済みリフト券と、ご本人確認のできる証明書をお持ちください。
　なお、その際の駐車料金は、料金ゲートにて一旦お支払いいただく必要がございます。
　（シーズンパスお引き取りの際、駐車料金の領収書も一緒にご提示ください。返金いたします。）

※2020年 12月26日予定
2020年 11月 23日まで ゲレンデOPEN後

お申込み場所 サービスデスク窓口

必要書類を添えて、チケット売り場横のサービスデスクまで
お越しください。

お支払い方法 現金、クレジットカード、
交通系電子マネーがご利用いただけます。
（PayPay・楽天 Pay 等はご利用不可。）

サービスデスクは様々なお問い合わせで混雑が予想されます。
郵送（11月25日必着）にてお申し込みいただくことをお勧め
いたします。

申込用紙と必要書類を下記までご送付ください。

郵送

受付期間

お支払い方法

 〒 520 - 0514　滋賀県大津市木戸1547-1

代金引換（現金のみ）

当社指定の宅配業者による配達および集金。

送料は弊社負担、代引手数料はお客様がご負担。
※代金引換の手数料は以下のとおり。

※領収書が必要なお客様は現金書留にてお申込み
　ください。着払いにて発送いたします。申込用紙内
　受取日もお忘れなくご指定ください。

2022 年 12 月 3 日～ 11 日にお届け 2022 年 12 月 24 日以降の営業日に窓口にて受取

シーズンパスポートの受取方法により、受付期間・お申し込み方法・お支払い方法が異なります。

代金引換 手数料
100,000 円以上
100,000 円未満

1,100 円
660 円

受付期間 2022-23 スキー場営業開始日以降

お申込み方法

2022 年 11 月 25 日（金）必着

びわ湖バレイ パスポート係
※チケット売り場窓口では受付しておりません。
　びわ湖バレイ付近に証明写真機はございません。
　お忘れないようお持ちください。

申込用紙に必要事項をご記入いただき、以下のものをご用意ください。



びわ湖バレイスキー場 利用約款 
 

第 1条（目的）          

当約款は、アルピナＢＩ株式会社（以下、「当社」という）が管理する びわ湖バレイスキー場（以

下、「当スキー場」という）管理区域内におけるスキー場利用者の安全確保とスキー場施設の維持向

上を目的としています。当約款に定めのない事項および当スキー場管理区域外での事象については、

関係法令の定めに基づく他、関係法令に定めがない事項については全国スキー安全対策協議会の定

める「スノースポーツ安全基準 2013年 10月改定版」、または社会通念上の判断に準じます。 
 

第 2条（告知） 

当スキー場では、利用者の安全を守るために最善の努力をしておりますが、次のような特有の危険が

ある事を理解し、この危険を自分の注意により避けるようにしてください。 

 ①降雪・吹雪・降雨・濃霧など天候に伴う危険 

  ホワイトアウト（天候の具合で雪面の工程や凹凸が分かりにくい状況）を含む 

 ②崖・急斜面・溝・沢など地形に伴う危険 

 ③アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など雪質や雪面の状態による危険 

  ツリーウェル（樹木の傍に空いた深い穴）、ツリーホール（春先など雪解けにともない樹木のま

わりに露出した地面）なども含む 

 ④立木・切り株・茂み・岩石・露出した地表・水路など自然の障害物による危険 

 ⑤リフト支柱・人工降雪設備・標識・ロープ・マットなど人工の工作物との衝突による危険 

 ⑥雪上車両との衝突の危険 

 ⑦スノーパークの利用に伴う危険 

 ⑧スキーヤー、スノーボーダーのスピードの出し過ぎによる危険 

 ⑨自己転倒による危険 

 ⑩他のスキーヤー、スノーボーダーとの衝突による危険 

 ⑪疲労・飲酒・薬物・体調不良による危険 

 ⑫不適切な用具の使用などによる危険 

 ⑬その他、これらに類する危険 

２  当スキー場内のマット・ネット等は危険箇所の存在を示す物であり、衝突の際の安全を保証する物で

はありません。 

３  当スキー場では、この告知および第 3条、第 4条で定める禁止事項やスキー場の行動規則の無視・軽

視による事故には責任を負いません。 

４  第 3条、第 4条に従っていただけない方は、当スキー場の利用をお断りいたします。また、すでにご

利用の場合でもリフト券の返却、退場をしていただく場合があります。なお、この場合リフト料金等

の返金はいたしません。 

５  管理区域外、立入禁止区域を示す表示は最小限の規制やその他の表示のみとなっていますので、ゲレ

ンデマップ等をよくご確認ください。 
 

第３条（禁止事項） 

当スキー場利用に関して次の事を禁止いたします。 

①閉鎖されたコースや立入禁止区域へ進入すること 

②ロープ・ネット・掲示物・標識など、設置物を故意に傷つけたり破損させること 

③リフト等索道の運行を故意に妨げること 

④必要な範囲を超えてコースの中を靴足のままで歩くこと 

⑤許可なく営業行為を行うこと 

⑥野営（テント設置等）をすること 

⑦他の利用者や自分自身の安全を脅かすこと 

⑧その他、法令等で禁止されていること 
 

第４条（行動規則） 

当スキー場では、次の行動規則を守ってご利用をお願いします。 

① 他人を傷つけたり、他人の安全を脅かしてはならない。 

（裏面につづく） 



②地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし 

いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。 

③自らの前方にいる人の滑走を妨害してはならない。 

④他の人を追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。 

⑤滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、周囲をよく見て安全を確かめなければな

らない。 

⑥コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せない所では立ち止まることも慎

まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。 

⑦登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。 

⑧スキー・スノーボード・雪上滑走用具には、流れ止めをつけなければならない。 

⑨掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキー場のパトロールおよび係員の指示には従わなけ

ればならない。 

⑩事故に遭遇したときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず氏名、住所および電

話番号を明らかにしなければならない。この場合、当社は、当該氏名等の情報を当該事故に対

する対応に必要な限度で、自ら利用し、または関係する官公署、医療機関等に提供する。 

⑪当スキー場では、当社の許可した雪上滑走用具以外は使用することはできない。 
 

第 5条（利用者の責任） 

当社は、当スキー場における行動規則、注意、禁止事項に違反した行為によって発生した一切の事

故の責任を負いません。また、これらの違反行為により当社に損害または賠償費用が発生した場合

には、その事故を発生させた利用者に対してこの損害の賠償または発生した費用を請求させていた

だきます。 

２  本約款等に違反し、当スキー場管理区域の外に出たスキー場利用者またはその知人等から当社に遭

難救助の要請があったときは、単独または関係官公庁等と協力して救助活動を行いますが、救助活

動終了後、捜索、救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他発生

した費用の一切を当該スキー場利用者に請求させていただきます。 

３  当社は、当スキー場内ならびに駐車場における盗難等に対して責任を負いません（当社の布設する

有料鍵付き収納を除く）。 

４  索道施設については、当社が定める「索道事業運送約款」に従ってご利用ください。 
 

第 6条（不可抗力等） 

天災その他の不可抗力に基づく事由による場合、ならびにスキー場利用者の安全が確保できないお

それがある場合には、スキー場およびリフトの一部または全部の営業を休止することがあります。 
 

第 7条（その他） 

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成４年３月１日施行）による指定暴力団お

よび指定暴力団員ならびに反社会団体および反社会団体員等（暴力団および過激行動団体等ならび

にその構成員）は利用できません。 
 

第 8条（利用約款の変更） 

当社は以下の場合、裁量により利用約款を変更することができます。 

①利用約款の変更が、スキー場利用者の一般の利益に適合するとき。 

②利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更

の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

③当社は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の前までに、利用約

款を変更する旨および変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示し、

通知します。 

④変更後の利用約款の効力発生日以降にスキー場利用者が当施設を利用したときは、利用約款の

変更に同意したものとみなします。 

 

（附則） 

制定・施行 ２０１９年１２月１日        

改定    ２０２０年 ７月１日 



ご利用に関する注意事項、お願い

・お一人一契約のみとなり、同一名義での複数契約はできません。
・スキー場の営業期間、営業時間を保証するものではございません。
　天候、積雪状況、自然災害、停電等により、営業時間の短縮もしくは営業を中止する場合がございます。
・契約成立後の払い戻しや再発行はできません。

【重要注意事項】

・感染症拡大予防対策として、館内およびロープウェイ・リフトご利用時は（列に並ぶ際も
　含む）必ずマスクを着用いただき、会話はご遠慮ください。
　お食事時、会話をされます際も必ずマスクの着用をお願いいたします。

・お荷物の盗難やコインロッカー、レストラン利用者とのトラブルの原因となりますので、
　お荷物は放置せず有料のコインロッカーにお預けいただくか、身に着けて管理ください。
　なお、無賃でのコインロッカー利用を発見した場合は、そのまま施錠し、お代金と交換で鍵を
　お渡しいたします。

上記の重要注意事項、および別紙の「びわ湖バレイスキー場利用約款」を遵守いただけない場合や
係員の指示に従っていただけない場合、その時点で契約を破棄、場内からご退場いただきます。
返金は行わず、次年度以降のご契約も一切いただけません。ご注意ください。

・滑走禁止エリア、立入禁止エリアへは絶対に侵入しないでください。

・リフト改札やリフトのりばでの危険な追い越しや割り込み、スネークも禁止いたします。

・みなさまに気持ちよくお過ごしいただくため、場内ではマナーを厳守ください。

ご契約について

ご利用について

・ご来場当日の営業状況を山麓でよくご確認いただいたうえで、ロープウェイへご乗車ください。
・シーズンパスポートは駐車スペースを保証するものではございません。係員の指示に従い駐車ください。
・他、シーズンパスポートご利用については別紙のお知らせ裏面「ご利用時ご注意ください」の内容をご確認
　ください。
・滑走禁止用具のお持ち込みは禁止いたします。有料にてお預かりいたします。裏面をご確認ください。
・リフト券の転売は禁止いたします。
・ ウィンターシーズン期間中、ロープウェイ含む全施設におきましてペットはご入場いただけません。
　盲導犬・聴導犬・介助犬等の補助犬は例外となります。
・用具やウェアの破損または汚れが発生した場合も、弊社は弁償や修理、クリーニング等をいたしません。

その他

・個人情報は厳重に管理し、警察機関を除く第三者には提供いたしません。
・契約者本人以外の方からのお問い合わせには一切お答えいたしかねます。
・2022 年 11 月 28 日（月）から冬季営業開始まで、冬季準備のため全施設クローズいたします。

・シーズンパスポートお問い合わせ先：passport@biwako-valley.com または 077-592-1155（代表）

2022-23 シーズンパスポート案内



スノーフィート

・ショートスキー（スキーボード/スキースケート）も「〇」



2022-23　シーズンパスポート　同意書 兼 申込書

同意書

別紙「びわ湖バレイスキー場利用約款」「ご利用に関する注意事項」に同意の上、

契約いたします。

日付（記入日）　　　　　　西暦　　　　　年　　　月　　　日

契約者が未成年の場合
保護者氏名（保護者自署）

氏名（契約者自署）

 （間柄：　　）　　　

必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

種類：ご希望の商品に〇をお付けください。

パスポート　49,000 円 ジュニアパスポート　30,500 円

フリガナ

氏名（契約者）

生年月日

西暦　　　　　年　　　　月　　　日（　　　才）

住所　（〒　　　‐　　　　　）

電話番号　（日中に連絡の取れる連絡先をご記入ください。）

・６か月以内に撮影した
　証明写真

写真添付

パスポートサイズ
 3.5cm × 4.5cm

代金引換にて受け取りをご希望のお客様は以下もご記入ください。代金引換にて受け取りをご希望のお客様は以下もご記入ください。

写真を添付ください。写真を添付ください。

・受け取り希望日と希望時間帯に〇をお付けください。

１２月

月 火 水 木 金 土 日

３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

午前中 14 ～ 16 時

16 ～ 18 時

18 ～ 20 時

19 ～ 21 時

【ご注意ください】

・運送会社での荷物保管期間は弊社発送日（ご指定日の２日前）より
  ７日間です。保管期間内にお受け取りいただけない場合、お申し込みを
　無効とさせていただきます。

・申込用紙は 2022 年 11 月 25 日（金）必着で、郵送ください。

・代金引換でのお支払い方法は現金のみとなります。

・別紙に記載の条件に
　当てはまるもの

・不備がある場合、受付
  できません。
  ご注意ください。 


