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ミニ ツリーランゾーン 利用規約

ミニ ツリーランゾーン （コース距離400m）

Nishimori slopes

TREE RUN ZONE (         ) RULESDistance
400m

Nishimori Slopes

〈現在〉NOW

① ミニツリーランゾーン(以下、ゾーン)の利用は上級者限定とさせていただきます。
② ゾーンご利用に際しては常に安全確認と危険回避に努めてください。
③ ゾーン内は「立木を含む障害物による危険」「地形の凹凸による危険」「雪の状態による危険」が一般ゲレンデ以上に存在する
　ことを充分にご理解のうえ、「自己責任」のもとに滑走してください。
④ ゾーン内での怪我や事故について、スキー場はその責任を一切負いません。
⑤ ゾーンに濃霧や倒木、アイスバーンが生じているなど、パトロールが危険と判断した際にはゾーンを滑走禁止とし、西森リフト
　乗降場およびゾーン付近に表示します。
⑥ ゾーン内「滑走禁止」の際に進入が認められた場合はリフト券を没収します。
⑦ ゾーン内で救助活動が行われた場合は、ゾーンの利用可能時間帯であってもスキー場で定めた救助費用を請求します。
　● パトロール隊員／１出動1名　20,000円～ ● 後方支援者／１出動1名　10,000円～
　● スノーモビル／1出動1台　20,000円～ ● 雪 上 車 両／1出動1台　50,000円～

① Only advanced skiers / snowboarders are allowed to be in the zone.
② Please always make sure you safety check and use risk aversion when you’re in the 
zone.

③ It’s your own responsibility for skiing and snowboarding in the zone. 
    Please understand the risks caused by trees and other obstacle, bumpy ground and 
snowfall condition.

④ APPI does not take responsibility for any injuries and accidents in this zone.
⑤ In the event of bad conditions in the zone such as dense fog, fallen tree and/or icy 
    ground, it will be closed under APPI patrol’s decision. (There will be the 

ミニツリーランゾーンをご利用の方は、以下のことがらを承認、お守りいただいたうえでご利用ください。

●以上のことがらを承認いただけない方については、ミニツリーランゾーンの利用をお断りいたします。

● If you don’t agree to all the rules, you’re NOT permitted to use the tree run zone.

注意！
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    announcement at the entrance of the zone and Nishimori lift platform)
⑥ Your lift pass will be confiscated if you entered this zone once it has been closed.
⑦ When rescue operation is carried out within the zone, we will charge the following rescue fees 
determined by APPI ski field:

       ● Patrol Crew: From 20,000 yen per crew per time  ● The Crew Supporter: From 10,000 yen per supporter per time
       ● Snowmobile: From 20,000 yen per snowmobile per time  ● Snow Vehicles: From 50,000 yen per vehicle per time

Nishimori
SlopesATTENTION!

Please always follow 
the rules when skiing 
/ snowboarding in the 
tree run zone.

マップ上の  　　　  色部分は
コース外、立入禁止エリアです。

            on slope map is off-piste which 
is prohibited to ski/snowboard.


