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全長約64mのサマーキッカー！
スノーボード、スキー等のジャンプの練習に最適！

アスリートの空中感覚を養うためのトランポリンや、
スケートボードのトレーニングアイテム「ミニランプ」

札幌都心から20分。
円山動物園から車で7分。 路線バス

毎日運行中

真駒内駅・円山公園駅
発寒南駅より出発

ばんけいバス

詳しくはホームページを
ご覧ください

BZONE / SKATE RAMP & 
TRAMPOLINE

夏もウインタースポーツを楽しもう！ シェアトレイルコース
MTBデュアルスラロームコース
MTBアドベンチャーコース
MTBファミリーコース
MTB Kidsコース
MTBパンプトラック
トレイルランニング/トレッキング
ban.Kリラックスコース
（1週1.2km、歩きでおよそ30分）
トレイルランニング/トレッキング
ban.Kぐるっとスコース
（1週2.4km、歩きでおよそ45分）
スタート地点

緩やかなスノーブラシゲレンデで、
スキー・スノボ・ソリ・チューブが楽しめる！
観光客やキッズにもオススメ！

ビーサップ

CZONE / SNOW BRUSH 
GELAENDE

A
ZONE

C
ZONE

B
ZONE

ウエストエリア WEST

センターエリアCENTER

イーストエリア EAST

〒064-0945 札幌市中央区盤渓410番地 TEL 011-641-0071
札幌ばんけい株式会社さっぽろばんけいスキー場

GREENSEASON

GREEN SEASON 2019 札幌都心から20分

詳しくはコチラ▶

観光や親子で！
気軽に楽しめる！

AZONE / 
SUMMER KICKER



TEL.011-641-0071TEL.011-641-0071

PARK GOLF

50%OFF

YAKINIKUTREE ADVENTURE
ばんけいの森 ban.Kツリーアドベンチャー

ban.Kジップライン
（全長５６０m、全６ライン）

ジップライン・ツリートレッキング
両方遊べて！！
お一人様 ・・・・

セグウェイ

1

ワイヤーを木と木につなぎ、滑車で滑り降りるアク
ティビティです。全6ライン（全長560ｍ）最長ライン
120ｍ！森の中を鳥になった気分で挑んでください。

TENNIS

ばんけいの森テニスコート
ラケット・シューズ・練習ボール
無料レンタル中！ビジターの方も参加できる
練習会や各種大会、イベント盛りだくさん！

全国的に稀少なハードコート6面/クレーコート2面

※延長料金15分 800円 ※16歳以上 ※体重によ
る利用制限がございます。（45Kg以上118Kg未満）

ご利用制限：(機材施設安全基準により制限を設け
ております)身長120㎝以上でハーネスの取付が可
能な方で体重90㎏以下の方。

ban.Kツリートレッキング
（全長200m、全10ステージ）
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2,700円

●手ぶらBBQプラン（お食事90分）食べ放題 お一人様 ・・・2,500円

平日 ・・・・・・・・・・ 1,080円
土・日・祝 ・・・・・・ 2,160円

バランスをとって木から木へ。吊り橋やロープなど全
10ステージを空中散歩！

■お座敷（本館2階）48席
■お座敷・掘りごたつ（本館1階）28席
■特別室（本館1階）14名様
■テーブル席（本館2階）84席

少人数からの研修や町内会、会社の行事や各種旅行、イベン
トの送迎バスにご利用いただけます。また各種旅行も承ります。

（大人・子供同料金）
※それぞれのアトラクションを一周します。

コートレンタル（1面1時間）

要ご予約 お一人様 ・・・・・・・・・・・ 3,800円
食べ飲み放題120分コース

平日(１日) ・・・・・・・・・600円

TEL.011-615-2827TEL.011-615-2827

土・日・祝（1時間） ・・・600円

オープンコート（1名）共有使用

体験ツアー ・・・1,500円
※どちらかを一周します。

※どちらも「ハーネス」という安全器具を装着していただき、
　安心・安全を確保しています。担当スタッフがしっかり
　サポートします。空中体験をお楽しみ下さい。

※コンディションの悪い日はクローズする場合がございます。

食べ放題（ジンギスカン・豚肩ロース・野菜）おにぎり（2個）付

●手ぶらban.K BBQパック お一人様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円 ジンギスカン・豚肩ロース・若鶏・おにぎり（1個）付

パークゴルフ/18ホールプレイ。
食べ放題（ジンギスカン・豚肩ロース・野菜）・生ビール・
ソフトドリンク飲み放題・おにぎり（2個）付

ツリーアドベンチャー、テニスコートのお問合せは

ベルクヒュッテ、森のやさい屋さん、パークゴルフ、ban.K TRAILS、イベントのお問合せは

2019会員募集中！

札幌市内“無料”送迎バスパック

TEL.011-641-0119TEL.011-641-0119
札幌市中央区盤渓386番地  FAX.011-641-0186

9：30～17：00
GW・土・日・祝・夏休み

イーストエリア EAST ウエストエリア WESTセンターエリア CENTER

ばんけいの森 パークゴルフ

さっぽろばんけいスキー場は、札幌中心部からわずか20分でさまざまなチャレンジを楽しむことのできる
究極の都市型スキー場です。スキーやスノーボード、雪遊びを“手ぶら”で楽しむことができます。

WINTER SEASON

FISHING つり堀

BANKEI BUS

炭火で焼いた自慢の若鶏・秘伝の
タレで味付けしたラムジンギスカン
を是非ご賞味ください！

どれも自慢の6種類の肉から3点選んで食べ放題

つり堀（60分）お一人様 ・・・・・・・・・・・・・ 600円
つり堀（120分）お一人様 ・・・・・・・・・ 1,100円

500円×11回分 ・・・5,000円 500円×22回分 ・・・10,000円

※延長60分ごとに600円 ※追加エサ50円 針（1本）30円
※ニジマスは10グラム30円でお買い上げとなります。

※パックや割引と併用不可
※2019年夏シーズン有効

パークゴルフプラン・ソフトボールプラン・
ボウリングプラン等もご用意しております！

●自慢の若鶏　●豚肩ロース　●道産豚タン
●味付ラムジンギスカン　●道産牛レバー　●ホルモン
●季節の焼き野菜3点・おにぎり2個付

要ご予約 お一人様 ・・・・・・・・・・・ 4,500円
しゃぶしゃぶ食べ放題120分コース

食べ放題（●牛肉　●ラム肉　●豚肉　●野菜）
●おにぎり2個　●飲み放題付き

要ご予約 お一人様  大人 ・・・・・・ 3,750円
幼児700円 小学生 2,000円 中学生 2,900円

少年野球チーム特別限定メニュー120分コース

ばんけい苑は少年野球を応援しています。
食べ放題（●味付ラムジンギスカン　●自慢の若鶏　●豚肩ロース）　
●野菜　●山盛りフライドポテト　●おにぎり２個　●デザート

クラブ・ボールレンタル ・・・

幹事さんも安心。少人数にもうれしいパック。20名様以上は要予約

お得なパックです。

600円

楽しい36ホール！

プレイ料金

おすすめ宴会プラン〈8万円以上のご利用で札幌市内無料送迎バス運行〉

TEL.011-644-3731TEL.011-644-3731
ご予約・お問合せはバス部まで

各種サイズのバスを所有しています！
貸切バスのご案内

長沼産新鮮野菜のランチバイキング

子供も大人も楽しめる遊びアイテム！

コース入場料無料

MTB TICKET&PROGRAM

ポールレンタル料 540円

ALLシーズンパス（大人）　
シーズンパス（傷害保険含む）

16,200円
ハーフシーズンパス前半（大人） 8,640円
ハーフシーズンパス後半（大人）10,800円
ALLシーズンパス（高校生以下） 5,400円

※1・5・8月は無休

※4名～40名様まで

火曜日定休日
11：00～21：00（ラストオーダー20：30）営業時間

営業日
営業時間

※イベント開催時、コンディションの悪い日はクローズする場合があります。
8：30～17：00（受付 16:00まで）営業時間

長沼産朝採れ野菜を使ったサラダやパスタ、サンドウィッチ、スー
プ、デザート、ドリンク等をお腹いっぱい楽しめるバイキング！

ban.K森のやさい屋さん
毎朝、ban.Kスタッフが長沼の契約農家さんをまわり、新
鮮な野菜を集荷します！旬の野菜を旬な時期にお楽し
み頂くため、朝採れ新鮮野菜を毎日販売しております！

多彩なコースバリエーション！初めての方か
ら、上級者の方まで、レベルに合わせて選べる
6コース。“FUN TO RIDE”自転車だから体験で
きる世界をお楽しみいただけます。

TRAIL RUNNING 
& TREKKING

ノルディックウォーキング

テニス

SUMMER EVENT
夏のイベント
ばんけいの森で、あなただけのイベントを！

ウエディングライブ屋外イベント

MOUNTAIN BIKE
マウンテンバイク

もっと気軽に「歩き」「ランニング」を！ばんけいならではの爽快感で、
快適にトレイルでのウォーキングやランニングを楽しめます。

トレイルランニング＆トレッキング

中学生以上 ・・・・・・・・1,500円
小学生 ・・・900円 4歳以上 ・・・600円
※時間制限無し。　※表示価格は税別価格です。

平日
8時30分～13時30分
12時～17時

一日回り放題

一　般

300円
300円

お試しコース15分 
ストライダー・ペダルカー 1時間 ・・・・ 

※追加料金 各時間３００円 ※ヘルメット付（ストライダー・ペダルカー・
ゴーカートJr）※保護者の方はお子様が安全に遊べるように常に見守って
あげてください。※受付場所は、センターロッヂ パークゴルフ受付です。

1,500円
500円

ゴーカートJr・アニマルサイクル 15分 ・500円
体験コース25分 2,500円

クラブ・ボール付 お一人様
健康パックA（お食事90分）

4,000円

パークゴルフ/18ホールプレイ。食べ放題（ジンギスカン・
豚肩ロース・野菜）ソフトドリンク飲み放題・
おにぎり（2個）付　※各種ご要望にお応えします。

パークゴルフ/1日回り放題・ジンギスカン（1人前）・おにぎり（1個）付

クラブ・ボール付 お一人様
健康パックB（お食事60分）

3,500円

入会金

・20名様以上で送迎バス付・

3,240円

1日回り放題ランチパック（お一人様） ・・・・・・・・1,500円

1,000円
600円会　員

会員
特典

シーズン中
プレイ料金 20%OFF

同伴者も

要予約

ban.K アクティブ回数券新登場

ご購入場所 / スナックハウス（パークゴルフ受付）・イーストハウス・つり堀受付
ご利用対象施設 / ツリーアドベンチャー・テニス・パークゴルフ・つり堀・遊具

シェアできるから皆でお得！家族と！友達と！一緒に遊んじゃおう！

※コンディションの悪い日はクローズする場合がございます。

ALL：シーズン中　前半：5/18～7/17　後半：7/18～11/4
初めてのオフロード、MTBデビューの方限定で乗り方の基本が学べます。

※ご利用の年齢制限について：年齢制限はございませんが、
補助輪を付けず、一人で自転車を操作（特にブレーキ）
できる方に限ります。保護者同伴でご来場ください。

木曜日定休日10：00～16：00営業時間 定休日

不定休定休日11：00～17：00営業時間 定休日

※貸切営業の場合があります。
不定休定休日
11：00～15：00（L.O.14:00）営業時間

定休日

MTB
RENTAL ３ｈ

E-BIKE（大人用）
5,400円

2h 4,320円
1h 2,160円

2ｈ
Kids Bike

2,160円
1h 1,080円

ライディングスクール（ベーシック）
1時間 お一人様 1,080円

E-BIKEに乗って山頂までガイドが同行する「のんびりツアー」。
アシストバイクなので体力差関係なく楽しめ、家族、カップル、
女性同士などに大変おススメです！（E-BIKE・ガイド料込み）

LEVO SHORT TOUR 
2時間 お一人様 5,940円

金子大作同伴でMTBの楽しさを走行して体感します。

欧州で大人気の電動アシストのスポーツサイクル[E-BIKE]、
人気メーカースペシャライズドの「LEVO」を常備しております。
少しの脚力でスイスイ山を登れます！

毎週火曜日5:00~7:00

コース
入場料無料

朝活 お一人様 1,500円

元ワールドカップライダー、金子大作が
MTBを熱く、丁寧にアドバイスします。

ライディングスクール（プライベート）
2時間 お一人様 3,780円

ヘルメット（M・L）1日 540円
シューズ（22.5cm～28.5cm）1足 540円
ザック（フリーサイズ）1日 1,080円

TRAIL RUNNING & TREKKING RENTAL
シューズ（22.5cm～28.5cm）1足 540円 ザック（フリーサイズ）1日 1,080円

コース（大人）　
コース利用料（傷害保険含む）

2,160円
コース（高校生以下） 540円
コース（未就学児） 210円

第10回

8/3●・8/4●土 日手ぶらで
テニス！

イーストハウス・スナックハウスで
受付できるバーベキュープラン

バーベキュープラン
NEW

自然の中で美味しい空気を吸いながら山を散策！
ban.K TRAILS
公式Facebook

詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

詳しくは
コチラ

詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

※10月は9：00～17：00

シーズン中無休定休日

9：00～18：00営業時間

GW・土・日・祝・夏休み営業日
スタート時間（1時間ごと）9：00・10：00・・16：00最終スタート営業時間
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8/3（土）は
第10回ばんけいの森花火大会
BMF(ばんけいミュージックフェスティバル )2019

8/3（土）は
第10回ばんけいの森花火大会
BMF(ばんけいミュージックフェスティバル )2019

少人数から団体様まで、
最大150名様大宴会場完備
少人数から団体様まで、
最大150名様大宴会場完備


