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富良野ゾ ーン／1 ． レストランダウンヒル 2 ．ラーメンコ ーナー

北の峰ゾ ーン／3北の峰タ ーミナル内：北屋台(1階）•海山北(2階）一
B 駐車場（無料）〇ホテル宿泊者専用駐車場

富良野スキー場を利用してスキー 場讐瑾区域外（パJクカントリー）へ行く方へのお願い

●遺雌の銹発を選けるために指定の場所からスキー ●いざというときのために通償機器（携帯・熊線など）
場管理区域外に出るようにしてください。 の装儀をお勧めします。
●遭戴の誘発を辺けるために管遭区域外に出る時は ●気象・ゲレンデ状況搾は 、 スキーパトロー ルにお問合
シュプールをつけないようにスキーをはずして行動してく せいただくか、 富良野スキー 場公式フェイスブックおよ
ださい。 びHPをご参考ください
●必ず、 指定の登山厖を近くのパトロール11i所へ毎回 ●有事の隣の捜索・枚助費用は全額自己負坦となり
提出をお願いいたします。（有事の際の参考にさせて ます。
いただきます。） ●有事の1111は管遭区填外に出た場所名前・運絡先・

●管理区壌外に出る前にパックカントリ ーで必妻な装 ウェアの色・現在の状況（遺難 、 けが、 ●崩）・現地の
傭の讀認をお願いします． 緯度経度をお知らせください。警察に連絡したうえで誓
●スキー場管11区域外では自己判ll1i・自己責任の下 察 の指示に従い行動させていただきます。
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索辺名称

富雙野ロ ープウェ ー

富曳野ダウンヒル第1高速リフト

フリンスロマンスリフト

ダウンヒル第2ロマンスリフト

ダウンヒル第3ロマンスリフト

北の峰ゴンドラ

北の峰第1高速リフト

i20マンスリフト

設四石板とコ ー スグレ ー ド に回ナイタ ー リフト

： ：：：：： 四 2人重リリフト

◆ 填看コ ース 謳祠 4人景リ11遠リフト
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富良野ゾ ー ンは
12月上旬～

く一

3/20（日）まで1予定）
北の峰ゾ ー ンは

心者の方や同伴の
ヒの峰ゴンドラにこ乗車

者コ ースはこさいませ

方もしくは同伴の方は

lふ91�•9い仇｀り，
ノースクート

，の蜂ゾーン全面沿走可

近くのスキ ーヤー に協力を求めましょう．

•f、•9 1 近くのリフトスクッフに教助を求めましょう．

携帯電話を使って遅絡しましょう．

遷絡内宮：過111奢のお名約と連絡先 l l 9 

12月下旬～
3/20（日）まで1予定） ，ヽi

"匹況によリ震更がこ l:I\ 
ざいます．

I スノーパーク ll 

［ スロ―-2
二 乙＿l

場 所（コ ース名， 見えるもの）
性9J、 ウェアの色できるだけ
II体的な社状など

コ塁椛
“迎崩·9:

Ir1 二］；
●リフト・ゴンドラ・ロ ープウェ ー

冨良野ロープウェ ー (101人景り、 全長2,33Dm)..·1基
北の峰ゴンドラ(6人乗り、 全長2,958m)…•…•••••1基
4人乗り高速リフト・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．"2本

2人乗9}リフト ・ ・・．．．．．．．．． ．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．..5本

●ゲレンデ 1・

初級者から上級者まで楽しめる全28コ ース

（斜面構成／初級40%•中級40%•上級20%)

最大斜度／34•

最長滑走距難／約4、OOOm

マ、ダブ丙
．

の情報は

9 :9び＇t,，さる 、:, �,,''" ·-,Jq� 、61（さ，，，スキーヤーとのfl"'によるf1険 らしい
99日本綱字交過協会、 ,,s,a＊スキー遁ヨ，1日ど●鴫スキー＂“は全 ，1）みずからの失敗による危険 3111こいる人の滑正を妨害してはならない
全ロスキー安仝lf!l!IIIII合B本スノーポートは合f 2スキー 場贄l●区這の外に出ないでくfべさい， 鸞n区填内でもコースに1ヽ 4逼9`“すとさはその人との：漏を十分にあItしければならない，

このス｀ー場では貨』』の安仝を守るために最•,,,り力をつくしてい●す 定されていし’いhりには出るいでください 5滑り出すとさ合漬ずるとさi1面●項切るとさじ，上をよく且，（安全を惰
甘i｀は、スのことがらをよくご”"，，，.t.911↓定めら1に「スヤー場の行鮎凧 3保II“のBの届かない汁でのわ子さまの嵐檜Ii鮎u 9；止めくピさい ，，If>なければならない，
員（Jを守って● ●故のないようにしてく£さい（スノ99ーグー13「スキー」を 4当スキー場ではこのsm)よひスキー 場の行鮎i99'」の慧隕tI'によ 6コースの中で田J込んではならない， せ●い9斤9上から見過せないi9で
以ノーポート｝といみftえてください，） る事はには貴任t負いかります は立ら止●ることも慣●なければC砂い，
1スキーには次のような9団の危績があることをごオロの上，これ€：：：0分の 以上のことがらを承Uでさない9心，このスキー場でのスキーを19日Jし●す f；んたとが3すばやくコースをあ19なければならし、
ふ鳥により避けるようにしてくたさい ～ 入、 �9,i;•i9し,1,,,·,:,o,,o月，，• 7Rるとき歩くとe止まるときはコースの這＂，I用しな11ればならない
(1)雷・風",.ど． 天は1こよる危険 で9日ふ綱宍交通は会，V全日本スキーi•コ，,a本轟●スキー穀わ協会， 8スキーやスノーポードには、 洟れ止めをつItなIt9,•はならない，

12)カケ臼凸らど． tをF年よる危験 仝lllスキー安仝3j棗Ill!I会． 日本スノーポート•Ill会 9 渇示・II●U内校送寡のよ量を守り、 ス今ーパトロー／9・スキー場係貝

リJ卜9IIna9のぶ璽ri`it1l 彙●中
あなたの1i“は． あなたともの利用書全員の安仝Iし 1セイフティ ーパーを下ろし． 深く璽をかけてください，
閲ゎ”’ていますリフトのi,I用にあたって1:·貴任と11 2景っている99いクのことを行わないで（たさい
務ととししい●ずつざのことを守“vてください 11)イスを樟らすこと
♦●I) 12)イス”らRび臼りること
1リフトi／用に不安なかたは.,.し出（下さい 13)イスの上でふざ11たり、 1曼ろを白い939すること＂
2「(!)9JIれの隕示位置でスキー、 ホートを正しくmに 14)スりク導で1主などにさわること
内19てI)雙して(I•さい 3リフトが止まヽてもRび日りしいで（I;さい
3景りそこntふ．ilぐにリフトから題れて（I：さい （は軍19,
4スキーヤー1J;"・クがとい1の人の必I!1こ ならな 1「わりrtJが近ついたらはり●遺●をし給りた撞
いようにふ息して(I｀さい はますく贔んでくにさい
5'Jュ9ク濤13ヒザしこのせ， 衣息調のヒモにしふ鳥して 2口9／られむか，たらその●3イスに在っていてくだ
<t•さ9 ’rさ’`

ースキーパトロ ール直結／090-3391-3340ー・スキー場事務所／0167-22-1119 | 
13)アイスバーン●崩など●の状懸による8険 1怜人を傷つけf-'J,J，びや，，したりしてはならない のIh示I3“とわなければならしい．
14)沼石•立木など． 0門，，，．害おによる危険 21M;・天餃・奮買・19貶・仏填・2情囀の状況に合わゼてスピート£コン> 10事故に出あ・，人ときは戟約呂記と過帷t48カし、 当事K・ロ鼈付を問
(5)リフトS設・Uわ・・上●口など． 人工の●害,.,：よる危験 ロールしいつでも危険を避ける1-め1こ止●れるよう屑り万を遺ばらくて13ら hず●元を明らか1こしなければならない 富Rffスキー場

6ぶーグーは、 漬れ止めをつけ、 ハイパ、クをたたんてく
t“れ‘ ｛贔R，，18、T，にとって（たさい， 富R野スキー』


