
「プレミアム」スキー・スノーボード
豊富な最新モデル- 初心者用から、新雪やツリーランを楽しまれる上級者用まで、

メンズ、レディース用まですべて取り揃えております。

スキー＆ストックまたはスノーボード
＋ ブーツ

「スタンダード」スキー・スノーボード
通常の圧雪されているコースを楽しまれる初心者または中級者に適しています。

スキー＆ストックまたはスノーボード
＋ ブーツ

「プレミアム」キッズスキー・スノーボード
圧雪、新雪問わず、より速くコースを攻めたいお子様のためのセレクションです。

スキー＆ストックまたはスノーボード
＋ ブーツ

「スタンダード」キッズスキー・スノーボード

スキー＆ストックまたはスノーボード
＋ ブーツ

ウェア・小物

大人用ジャケットまたはパンツ
子供用ジャケットまたはパンツ 
ヘルメット 
リストガード 
スキーまたはスノーボードブーツ 
ストック 
大人用ゴーグルまたは手袋 
子供用ゴーグルまたは手袋 
スノーシューズ 
アバランチキット（雪崩対策キット大人のみ） 
履き替え用ブーツ 
スノーボードバインディング 

冬レンタル 

¥6,500 ¥10,500 ¥14,500 ¥18,500 ¥22,500 ¥26,000 ¥29,000 ¥31,000 ¥33,000 ¥35,000 ¥1,500
¥7,700 ¥12,500 ¥16,500 ¥20,500 ¥24,000 ¥27,500 ¥31,000 ¥33,000 ¥35,000 ¥37,000 ¥2,000

¥4,500 ¥8,000 ¥11,000 ¥14,000 ¥17,000 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,000 ¥26,000 ¥27,500 ¥1,500
¥5,500 ¥9,500 ¥13,000 ¥16,000 ¥19,000 ¥22,000 ¥24,500 ¥26,000 ¥27,500 ¥29,000 ¥1,500

¥4,500 ¥7,500 ¥9,500 ¥11,500 ¥13,500 ¥15,500 ¥17,500 ¥19,000 ¥20,500 ¥22,000 ¥1,500
¥5,000 ¥8,500 ¥11,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥17,000 ¥19,000 ¥20,500 ¥22,000 ¥23,500 ¥1,500

¥2,500 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,000 ¥7,300 ¥7,600 ¥7,900 ¥8,200 ¥300
¥1,500 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,800 ¥4,000 ¥4,200 ¥4,400 ¥4,600 ¥200
¥1,300 ¥2,200 ¥2,900 ¥3,600 ¥4,200 ¥4,800 ¥5,200 ¥5,600 ¥5,800 ¥6,000 ¥200
¥800 ¥1,200 ¥1,600 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,800 ¥3,000 ¥3,200 ¥200

¥2,500 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥7,500 ¥8,000 ¥8,500 ¥9,000 ¥9,500 ¥500
¥1,000 ¥1,500 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,400 ¥2,600 ¥2,800 ¥3,000 ¥3,200 ¥200
¥1,600 ¥2,500 ¥3,300 ¥3,800 ¥4,300 ¥4,800 ¥5,100 ¥5,400 ¥5,700 ¥6,000 ¥200
¥1,200 ¥2,000 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,500 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,500 ¥4,800 ¥5,000 ¥100
¥3,000 ¥4,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,500 ¥8,500 ¥9,500 ¥10,500 ¥11,000 ¥11,500 ¥500
¥5,500 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥13,500 ¥15,000 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,000 ¥19,000 ¥1,000
¥1,800 ¥2,500 ¥3,100 ¥3,600 ¥4,000 ¥4,400 ¥4,800 ¥5,100 ¥5,400 ¥5,600 ¥200
¥2,200 ¥3,800 ¥4,800 ¥5,500 ¥6,200 ¥6,600 ¥7,000 ¥7,200 ¥7,400 ¥7,600 ¥200

¥4,000 ¥7,000 ¥9,000 ¥10,500 ¥12,000 ¥13,500 ¥15,000 ¥16,000 ¥17,000 ¥18,000 ¥1,000
¥4,500 ¥7,500 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥15,500 ¥17,000 ¥18,500 ¥19,500 ¥20,500 ¥1,000

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 10日以上（1日毎）

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 10日以上（1日毎）

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 10日以上（1日毎）

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 10日以上（1日毎）

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 10日以上（1日毎）

・ キッズアイテムは15歳以下のお子様に適
用されます。

・ レンタルアイテムは、レンタル開始日の前日
の午後3時からお受け取り可能です。また、
ご返却は、レンタル終了日の翌日午前10時
までにお願いいたします。

・ 全レンタル商品の料金には無料の保険料
が含まれています。（一部の商品につきまし
ては14日目以降は超過料金となる場合が
ございます）

・ スキー、スノーボード間の変更、またモデル
チェンジなど何度でも無料にて交換いただ
けます。

初めてスキーやスノーボードをトライされるお子様に適しています。
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