
ディスカバリーランゲージスクール 優待スキーパッケージ 2020
ディスカバリーランゲージスクールで学ぶ生徒の皆様及びそのご家族、ご友人の方がご利用できる、特別優待スキーパッケージです。
思い出に残る冬の体験を北海道・キロロリゾートでご家族、ご友人そして大切なパートナーとお楽しみください。

ご予約は、オンライン予約 もしくは Tel（011）788-4097  9:00～17:00
※お電話の際は、同志社大学優待スキーパッケージとお伝えください。

■ お１人様 ツイン2名1室でご利用の場合 11,094円 ～ 15,000円（税・サービス料込）
■ ご参加者の追加は1名様 11,094円～15,000円（税・サービス料込）

※料金は変動する場合がありますので、オンライン予約もしくは予約センターにてご確認ください。

【ご利用規約とご注意】
・ご利用料金は変動することがあります、必ずオンライン予約もしくはお電話にてご確認ください。
・本プランでご宿泊のお客様に限りリフト券を発行いたします。
・お部屋の空き状況によってご利用できない日がございます。また、本プランのお部屋数に限りがございますのでご了承ください。
・他のキャンペーンや割引とは併用できません。 - 転売・換金はできません。
・当プランは通常プランとは異なり、ご到着日より７日間から100％のキャンセル料を申し受けます、事前にご了承の上ご予約お願い申し上げます。
・対象者；ご本人、ご家族、同行されるご友人様
・オンライン予約は事前決済のみとなっております。

■キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 優待スキーパッケージの ご予約はこちらから
■シェラトン北海道キロロリゾート 大学優待スキーパッケージの ご予約はこちらから

ご利用期間：2020年 1月1日（水）～2020年5月６日（水）
※除外日の設定があります

ご利用料金

オンライン予約

【プランに含まれるもの】
お部屋料金（ご宿泊代） ●ご朝食代 ●リフト1日券 ●キロロ温泉
●特典 用具セット、ウエアセットまたは用具＆ウエアセットの５０％割引券
※ご利用ホテルは、キロロ トリビュートポートホテル北海道もしくは、シェラトン北海道キロロリゾートとなります。

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctstx-the-kiroro
https://directin.jp/?x=A4G3Z6
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/hkdsi-sheraton-hokkaido-kiroro-resort
https://directin.jp/?x=A4G416


2020 Special Ski Package for DISCOVERY Language School

Here is a special ski package especially for all Students, family and friends.
Blessed with excellent snowfall in Hokkaido,  Kiroro Resort is the place for you to enjoy a 
wonderful stay with your family, friends or partner.

Please book online or call our Reservation Center TEL: （011）788-4097  9:00AM～5:00PM
*Package name : Doshisha Special Ski Package

■JPY11,094 ～ JPY15,000 per person, twin room (Service Charge & Tax Included)
■Additional person JPY11,094 ～ JPY15,000 per person (Service Charge & Tax Included)

*Package price is subject to change. Please check our Online Reservation Page or contact our Reservation Center.

【Terms and Conditions】
・The lift pass will only be issued to the customer registered under this accommodation plan.
・There are limited number of room types available. The offer is subject to availability at the time of reservation
・Not to be combined with other offers or promotions. - Package’s services & products are non-transferable, non-refundable.
・This plan is different from the regular plan. In the event of a cancellation made within 7 days before arrival, guests forfeit 
100% package charge plus tax. 
・The full payment for the package must be made online in advance. 
・Applicable to the person him/herself, family members, and friends.

●Room Charge（Accommodation Fee） ●Breakfast ●1 Day Lift Pass●Onsen 
●50% voucher on 1 day Ski / Snowboard Gear Set rental or Winter Wear and Ski / Snowboard Gear Set 
※Applicable at both the Kiroro Tribute Portfolio Hotel or the Sheraton Hokkaido Kiroro. 

Price

The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido Click here
Sheraton Hokkaido Kiroro Resort Click here 

Period：Jan. 1, 2020 (Wed）～May 6, 2020（Wed）
※ Blackout dates and other restrictions may apply.

Package includes

https://directin.jp/?x=A4G406
https://directin.jp/?x=A4G426
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