
■券種及び販売価格

●通常販売はオープン日、4月29日（金・祝）より開始

■シーズン券ご利用規定

　　①ご本人様以外はご利用になれません。

　　②ご利用可能期間及び営業時間

●　4月29日（金・祝）～11月13日（日）予定　（2022グリーンシーズン終了まで。）

    ※大会等により貸し切り営業となる場合がございます。ホームページ等でご確認ください。

●営業時間 ： 4月29日～9月30日まで　　（9：00～16：00）　　10月1日～11月13日まで　（9：00～15：30）

●休業日：5月9日～5月27日までの平日をコースメンテナンスの為、MTB休業日とさせていただきます。

●お申し込み後は、いかなる場合もキャンセル等（返金）はいたしかねますのでご注意下さい。

　災害・天候等による運休、新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う臨時休業等おきましても返金はいたしかねます。

●不正行為または不適当な行為があると当社がに判断した場合、ご利用を中止させていただきます。

　　④ご利用方法

●発券窓口にて、１日券とお引き換えの上ご利用下さい。

●お帰りの際は、発券窓口にて、必ず利用リフト券とシーズン券を17：00（16：30）までにお引き換え下さい。（時間厳守）

●不正行為が確認された場合は、シーズン券の効力を全て失効いたします。

●紛失の際は、直ちにイ富士見パノラマリゾート（TEL：0266-62-5666）までご連絡下さい。

■お申し込み方法・お受け取り方法

●申込用紙に必要事項をご記入の上、お申込金と顔写真（２枚）をチケット売場窓口にお持ち下さい。

　お帰りの際にチケットと引き換えにてお渡しいたします。

●購入特典は初回ご来場の際にお渡しいたします。

●ご用意いただく顔写真について。（２枚）

※縦30mm×横24mm ※スナップ写真不可（無帽、正体のもの）。

※最近3ヶ月以内撮影のもの。 ※裏面にお客様のお名前をハッキリと明記して下さい。

〒399-0211長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703

対象年齢

５６，０００円

販売価格

ホームページ　 https://www.fujimipanorama.com　　　　　E-mail  info@fujimipanorama.com

２５，０００円

　【シーズン券ご購入特典】

TEL：0266-62-5666　FAX：0266-62-6600

～小学生

　また、リフト・ゴンドラに乗車中はマスクの着用が必須となります。場内におきましてもマスクの着用にご協力をお願い致します。

2022　MTBシーズン券販売のご案内

券種

大　　　人

こ　ど　も

中学生～

●新型コロナウィルス感染拡大防止の為、乗車人数制限等を実施中です。ゴンドラ乗車にお時間をいただく場合がございます。

　※場内レストラン「オリオン」にてご利用可能なソフトドリンク券：１０枚
　※場内レストラン「オリオン」にてご利用可能なお食事１０％割引券：１０枚



●'22シーズン入場申込書／誓約書について

　今シーズン『入場申込書／誓約書』につきまして、シーズン券購入者さまへの簡素化を図り、本申込用紙を
ご提出いただくことで都度の負担を軽減させていただきます。
　但し、セーフティクラブへ加入の際は、今までどおり都度のご提出をお願い致します。
　※ セーフティクラブへの加入をオススメします。
  ※ 申込用紙が足りない場合は、恐れ入りますがコピーしご使用ください。



富士見パノラマリゾートへ入場申込みいたします。私はMTBコースの利用にあたり下記の走行者ルールを遵守し事故防止に努

めるともに、事故が発生した場合において、富士見パノラマリゾートに一切の責を問わないことを誓います。
I would like to apply for admission to FUJIMI PANORAMA RESORT. for the 2022 Green Season I hereby swear that

when mountain biking, I'll try to prevent accidents by following the rules below and that in case of any accidents, I agree

that FUJIMI PANORAMA RESORT will disclaim all liability for my accidents.

MTBパーク走行者ルール

MTBコースの走行にはリスクが伴いますが、他の走行者との共通認識や、走行者本人の注意によってリスクは小さくできます。

コースを走行中には、状況にかかわらず常にほかの走行者への配慮をしてください。以下のルールを理解し、常に安全を意識し

てください。それはあなたの責任です。

1 常に自転車をコントロールして、人や障害物を避けられるよう走行すること。

2 前方の走行者に優先権があるので、走行中や追い越しする場合は前方または側方の走行者を避けること。

3 他の走行者の妨げになるところや、後方から見えないところにとどまらないこと。

4 コースに入るとき・合流するときは後方や付近の走行者に注意すること。

5 適正に調整され、ブレーキその他の機能が正常に作動するオフロード用自転車を使用し、自転車用ヘルメットを必ず着装する

こと。

6 走行を許されたコース以外を走行したり、コースを逆走・ショートカットしたりしないこと。

7 注意・警告の標識を確認・遵守し、作業車両やその他の人工物に近づかないこと。

8 体調不良や、飲酒・服薬の影響がある場合には、コース・ゴンドラ・リフトを使用しないこと。

9 ゴンドラ・リフトを利用する前に、安全に乗降車できる知識と技術を持つこと。

10 パーク内で援助を必要とする事故を目撃したら、または当事者になったら、現場の安全を確保し最寄りのスタッフに通報する

こと、並びに、必要に応じて応急手当てを実施すること。

Rules for Riders in FUJIMI PANORAMA MTB PARK

There are elements of risk that common sense and personal awareness can help reduce. Regardless of how you decide
to use the trails, always show courtesy to other riders. Please adhere the rules listed below and share the responsibility of

safe riding with others. Know the Rules - Be Safety Conscious – It Is Your Responsibility

1. Stay in control always. You must be able to stop or avoid other persons or objects around you.

2. Riders ahead of you have the right-of way. It is your responsibility to avoid them.

3. Do not stop where you obstruct a trail or are not visible from above.

4. When entering a trail or starting downhill, you must look uphill and yield to other riders.

5. Use a properly adjusted MTB with the brakes and other functions in proper working order. Make sure to wear a

helmet appropriate for bikes

6. Stay on marked trails. Do not cut switchbacks.

7. Keep off closed areas and obey all signs and warnings.

8. Stay off lifts and out of the Bike Park if your ability is impaired through the use of drugs or alcohols.

9. You must have sufficient physical dexterity, ability and knowledge to safety ride and unload lifts. If in doubt, ask the

attendant.

10. Please assist if you are involved in or witness a collision or accident and ensure the safety of the surrounds and

identify yourself to the BIKE PATROL.

※お客さまご記入欄

フリガナ

お名前

生年月日　　　        　　　年　　  　月　　　　日 年齢

〒　　　　　－
ご住所

※ここに記入された個人情報については、本目的以外にしようすることはありません。

※The oersonal information given in this form will never be used for other purposes.

TEL 　　　-         　　 -     性別 男　　　　女

購入券種 大人　□56,000円 子供　　□25,000円

'22MTBシーズン券購入申込書 №　　　　　　　　あ

'22シーズン入場申込書/誓約書　　　　　　　　　お申込日 2022年　 　月 　　日

写真貼付位置
(30mm×24mm)

無帽で最近3ヶ月以内
に撮影のもの。

もう1枚は裏面に氏名
を記入の上同封

してください。
スナップ写真

プリクラ等は不可。

　　歳


