ニュースリリース
2017年8月22日

株主優待制度拡充に関するお知らせ
日本スキー場開発株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 周平、コード：6040）
は、このたび、株主の皆様へ、中長期的に保有していただくことを目指して株主優待制度の変更
（拡充）を行うこととし、これにより、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への
投資魅力を高めてまいります。
■株主優待制度変更（拡充）の概要
(１)優待券対象人数の変更
より多くのお客様にご利用頂きたく、優待券1枚あたりのご利用可能人数を
以下の通り変更させて頂きます。
・変更後：1枚につき5名様までご利用可能
・変更前：1枚につき4名様までご利用可能
(２)優待内容一部拡充
・日本スキー場開発グループ 旅行事業 Geekout 旅行割引
・日本駐車場開発グループ 那須ハイランドパーク割引
・日本駐車場開発グループ Do Camper割引
優待内容の詳細は別紙となります。
なお、当社株式15単元（1,500株）以上保有されている個人株主様を対象に付与致しております
『共通ウィンターシーズン券』に関してましては、昨年と同様に同封の申込書及び必要書類を
ご返送頂きました方へ1枚ご送付申し上げます。
株主の皆様に当社グループ、日本駐車場開発グループが提供するサービスを実際に体験頂くことで、
更にファンになって頂くべく、全ての事業においてサービスレベルと顧客満足度の向上に努めてまいります。

■本リリースに関するお問い合わせ先：
日本スキー場開発株式会社 企画推進部 広報担当 國澤 03-6434-0011

－ ＮＳＤはスキーリゾートとスポーツ文化の発展に貢献します －
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日本スキー場開発株式会社

株主様ご優待制度

毎年、7月31日現在において100株以上ご所有の株主様に対して、毎年10月下旬に、
以下の株主様ご優待チケットをご送付申し上げます。
① 日本スキー場開発グループの運営スキー場の割引チケット 5枚 (1枚で5名様ご利用可)
スキー場・施設名

住所

HAKUBA VALLEY
白馬八方尾根スキー場
（HAKUBA VALLEY
白馬八方尾根）

長野県北安曇郡
白馬村北城八方

HAKUBA VALLEY
岩岳スノーフィールド
（HAKUBA VALLEY
白馬岩岳ゆり園&
マウンテンビュー）

長野県北安曇郡白馬村
北城岩岳

HAKUBA VALLEY
栂池高原スキー場
（HAKUBA VALLEY
栂池高原）

長野県北安曇郡
小谷村

HAKUBA VALLEY
鹿島槍スキー場
（鹿島槍スポーツヴィレッジ）

長野県大町市平
鹿島槍黒沢高原

竜王スキーパーク
（竜王マウンテンパーク）

長野県下高井郡山ノ内
町夜間瀬11700

川場スキー場

群馬県利根郡川場村
川場高原

ご優待内容
WINTER

大人5,200円→4,200円、 こども（小学生）3,000円→2,500円、 シニア（65歳以上）4,700円→4,200円
初滑り割引 大人 4,000円→3,500円 、 春スキー割引 大人 4,000円→3,500円

GREEN

アルペンライン往復乗車券 大人 50％割引、小児（小学生） 870円 割引
アルペンライン片道乗車券 大人 770円割引、小児（小学生） 470円 割引

WINTER

リフト1日券50％割引

GREEN

ゴンドラ往復・入園料 大人、小児（小学生） 50％割引

WINTER

リフト1日券50％割引

GREEN

往復：栂池パノラマウェイ・自然園入園券セット 大人、小児（小学生） 50％割引
片道：栂池パノラマウェイ 大人、小児（小学生） 50％割引

WINTER

リフト1日券50％割引

WINTER

リフト1日券50％割引

GREEN

ロープウェイ往復乗車券50％割引

WINTER

リフト１日券1,000円割引
≪オープニング期間特別割引≫ リフト1日券大人 50％割引(4,500円→2,250円)
※2017年12月オープン～2017年12月22日限定 ※子供・中高生・シニア券は適用外

WINTER
めいほうスキー場

菅平高原スノーリゾート

岐阜県郡上市明宝
奥住水沢上3447-1

長野県上田市
菅平高原

≪通常≫ リフト1日券大人 1,000円割引
※2017年12月～2018年3月 ※オープニング・ファイナル期間等は利用不可
※子供・中高生・シニア券は適用外

GREEN

キャンプ入場料 1名につき100円割引（500円→400円）
BBQ料金 １サイト(2名～6名)につき500円割引
夏体験プラン 1名につき300円割引

WINTER

菅平高原スノーリゾート 1日券（ダボスエリア・太郎エリア限定）
大人 4,500円⇒2300円、小人（小学生） 2,800円⇒1,400円
グランドシニア（65歳以上） 2,800円⇒1,400円
※パインビークエリアでのご利用はできません
※12月オープニング・3月感謝期間ほか、その他特別割引日も同様
※中高生、シニアは大人料金で利用できます
※キッズ(4歳～小学生未満)の優待価格はございません

② 日本スキー場開発グループのレンタルショップ(スパイシーレンタル)の割引チケット 5枚 (1枚で5名様ご利用可)
施設名
スパイシーレンタル

住所
長野県北安曇郡
白馬村北城
3020-118

ご優待内容
WINTER

各種レンタル1日料金50％割引
※スパイシー全店舗でご利用可能です

③ 日本スキー場開発グループのスキー場の特別割引チケット 2枚 (1枚で5名様ご利用可)
スキー場・施設名
HAKUBA VALLEY
岩岳スノーフィールド
（HAKUBA VALLEY
白馬岩岳ゆり園&
マウンテンビュー）

竜王スキーパーク
（竜王マウンテンパーク）
川場スキー場

住所

長野県北安曇郡
白馬村北城岩岳

ご優待内容
SPECIAL
(WINTER)

ファーストトラック スノーキャット利用券 1,000円割引 (大人、小児)
※設定日を事前にご確認ください。天候等による当日中止がございます
※事前予約制
連絡先：白馬岩岳スノーフィールド TEL0261－72－2474
受付時間：9：00～16：00 受付期日：前日13:00まで

SPECIAL
(GREEN)

MTB利用券 ダウンヒルコース利用1日券又はXCコース1日利用券50％割引

長野県下高井郡山ノ内 SPECIAL
町夜間瀬11700
(WINTER)
群馬県利根郡川場村
川場高原

SPECIAL
(WINTER)

木落しファーストトラック 50％割引 ※1日限定20名・事前予約制
予約：http://www.ryuoo.com/snow/activity/kiotoshift.php 受付期日：前日20：00まで
ファーストトラック 500円引き ※事前予約制
予約：http://www.kawaba.co.jp/snow/activity/first-track/ 受付期日：当日6:00まで
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日本スキー場開発株式会社

株主様ご優待制度

毎年、7月31日現在において100株以上ご所有の株主様に対して、毎年10月下旬に、
以下の株主様ご優待チケットをご送付申し上げます。
④ 日本スキー場開発グループのスキー場近隣温泉施設の割引チケット 2枚 (1枚で5名様ご利用可)
施設名

住所

ご優待内容

白馬姫川温泉 岩岳の湯

長野県北安曇郡
白馬村北城岩岳

ALL

大人600円→300円、小児（3歳～12歳）300円→150円

栂池高原 栂の湯

長野県北安曇郡
小谷村栂池高原

ALL

大人700円→350円
子ども（小学生）・シルバー（65歳以上） 500円→250円

⑤ 日本スキー場開発グループの旅行事業(Geekout)旅行割引チケット 2枚 (1枚で5名様ご利用可)
会社名

住所

ご優待内容
Geekoutが催行する海外/国内旅行（航空券/ホテル/送迎）の1名様あたりの代金に対して、
金額に応じて割引を適応
※ホテルのみ、航空券のみ、またはその他の宿泊、交通機関のみのご旅行には適用外

Geekout

東京都渋谷区

ALL

50,000円未満 1,000円割引
50,000円－100,000円未満 3,000円割引
100,000円 - 200,000円未満 5,000円割引
200,000円以上 10,000円割引

⑥ 日本駐車場開発が運営・管理している時間貸し駐車場の1日駐車料金30％割引券 5枚
ご利用頂ける駐車場は、NPDポータル時間貸し検索サイトにてご確認ください。 http://p-king.jp/time/specials/Veua3wsf

⑦ 日本駐車場開発グループ 那須ハイランドパーク割引チケット 2枚
以下いずれかの割引適用
(ⅰ)那須ハイランドパーク 入園料 50％割引（通常料金：大人1,600円・小人800円が対象）(注1)

(ⅱ)那須ハイランドパーク 入園料込のファンタジーパスセット 1,000円割引（通常料金：大人5,100円・小人3,600円が対象）(注1)
(ⅲ)那須の森の空中アスレチックNOZARU ノザルコース（定価:大人4,500円/小人3,500円）定価から700円割引
(ⅳ)那須高原TOWAピュアコテージ 平日1泊2食付宿泊料金 オフィシャルホームページ記載の定価(大人)料金から2,000円割引(注2)
※他の割引券やキャンペーン料金との併用はできませんのでご注意ください。
※(注1) シニア料金にはご利用いただけません。
※(注2) 平日1日5室限定。夏季特定期間は除きます。子供割引として、小学生は定価(大人)料金から4,160円、
未就学児は5,240円割引
※ご予約時にお電話で「株主様ご優待」利用の旨をお申し出ください。

⑧ 日本駐車場開発グループ Do Camper 割引チケット 2枚
・キャンピングカー車両貸渡料金 10％割引
※その他のレンタルグッズやオプションサービスは割引対象外となります。
※貸出車両に空きが無い場合は、お貸しできない可能性があります旨、予めご了承ください。
※WEBやお電話にてお問合せいただく際は「株主様ご優待」利用の旨をお申し出ください。

※他の割引券やキャンペーン料金との併用はできませんのでご注意ください。
※ 割引後の価格に10円未満が生じる場合は、10円未満を切り捨てた金額となります。

