
2022/23 EPIC COVERAGE 規定 

最終更新：2022 月 4 月 3 日 

 

全ての EPIC 関連パスおよび WB Day パスは、これらの規約に記載されている場合を除き、返金不可となる。 

 

A. 概要と定義 

 

・コアシーズン： 12/7/2022～4/17/2023 の期間（計 132 日間） 

・シーズンパス： シーズン中利用できる日数指定のないパス 

・Day パス： シーズン中に利用できる日数指定のパス 

・グループリゾート： https://www.epicpass.com/region/region-overview.aspx  

・パートナーリゾート： https://www.epicpass.com/region/partners.aspx  

 

B. 返金の適用に関する一般的な制限 

 

1. 優先予約日のキャンセル、リゾート閉鎖、対象となる個人条件によるキャンセル以外は下記を含めキャ

ンセルの対象とならない。 

 ・天候や風、積雪量の影響により利用できない場合の払い戻しは不可 

 ・交通機関の影響（フライトのキャンセル、渋滞・通行止め等）により 

利用できない場合の払い戻しは不可 

 ・政府や州、民間団体がワクチン接種の証明を必要とし、その証明のため 

利用できない場合の払い戻しは不可 

・心理状態や精神的健康の理由による払い戻しは不可 ※E に該当する場合は除く 

 ・スキー場利用の予約を求められたことによるキャンセルの払い戻しは不可 

 ・駐車場、施設、設備に基づく払い戻しは不可 

（例：ホテルに泊まれなかった。駐車場が満車だった。など） 

 ・犯罪行為が原因で利用できない場合の払い戻しは不可 

 ・パスの失効や不正行為に従事した場合による払い戻しは不可 

2. EPIC 保険はパートナーリゾートに関連するキャンセルの払い戻しには適用されない。 

3. EPIC 保険はオーストラリアリゾートに関連するキャンセルの払い戻しには適用されない。 

4. 日数指定の Day パスの残日数がない場合は払い戻し不可 

5. 複数の払い戻しを申請している場合、最大限返金できるもの 1 つの申請のみが適用される。 

6. 払い戻し額は購入額を超えることはない。 

 

 



C. 滑走期間、主要利用リゾートの選択 

EPIC 保険は個別の利用用途に応じて返金額を決定しています。コアシーズンまたは優先滑走希望日を選

ぶことで、対象となるキャンセルの事例が「いつ・どこで」で発生したかに応じて返金額が算出されま

す。 

 

1. 利用用途による選択 

コアシーズン期間全体で利用するか優先したい滑走希望日で利用するかを選択します。コアシーズンを選ん

だ場合、「主要リゾート」及び「全てのリゾート」の選択が必要です。 

2. 選択の決定 

EPIC PASS オンラインアカウント、または電話にて選択を決定する。（ご予約後、登録方法をご案内致します。） 

3. 選択の締切り 

選択を決定する期限は 2022 年 12 月 6 日まで 

4. 既定の選択 

締切日までに選択をしなかった場合、自動的にデフォルトの選択へ設定される。 

デフォルトの選択：コアシーズン・全てのリゾート 

 

D. リゾートの閉鎖&キャンセルによる払い戻し 

対象となるリゾートの閉鎖により、コアシーズン中にパスを使用できなくなった場合、払い戻しの対象とな

ることがある。 

 

a. 優先滑走希望日のキャンセル 

スキー場の閉鎖のためベイルリゾートが 1 日以上の優先滑走希望日をキャンセルした場合 

b. リゾートの閉鎖 

次の 1 つ以上の理由により、リフト・ゴンドラが全て運行していない場合 

・ COVID19 を含む疫病のパンデミック 

・ 洪水・竜巻・地震・火災または火山噴火などの自然災害の発生 

・ テロ行為 

・ 戦争のような事件の発生 

c. ⾧期リゾートの閉鎖 

コアシーズンを選択し次のいずれかが発生し「⾧期リゾートの閉鎖」となった場合 

・ 主要リゾートを選択し、選択したリゾートがコアシーズン中に連続７日間閉鎖 

・ EPIC 関連パス*を購入し「全てのリゾート」を選択した場合で、次の 10 リゾートがコアシーズン中

に同時に連続７日間閉鎖した場合。 

ベイル、ウィスラーブラッコム、ブリッケンリッジ、ビーバークリーク、クレステッドビュート、 

キーストーン、パークシティ、ヘブンリー、ノーススター、カークウッド。 

(* EPIC Pass, EPIC Local Pass, EPIC Military Pass, or EPIC Day Pass) 



・ Northeast パスを購入し全てのリゾートを選択した場合で、次の 5 リゾートがコアシーズン中に 

同時に連続７日間閉鎖した場合。ストウ、スノー山、ハンター、オケモ、スナピーマウンテン。 

・ 上記以外のパスを購入し全てのリゾート及び、パスが 6 日間以上無料で利用できるリゾートを選択

した場合で、そのリゾートがコアシーズン中に同時に連続７日間閉鎖した場合。 

 

返金額はパスの利用実績及び EPIC 保険の選択により適用され個別に算出されます。コアシーズン以外の使用

やパートナーリゾート（白馬やルスツなど）での使用や Edge カードや他のリフト券の使用も利用実績に含ま

れ、返金額に影響します。 

 

算出方法の詳細は EPIC COVERAGE REFUND POLICY TERMS & CONDITIONS を参照。 

URL： https://www.epicpass.com/info/epic-coverage-terms-and-conditions.aspx  

・リゾートの閉鎖&キャンセルによる払い戻し ⇒ Section D-2 Refund Amount 

※下記の計算式により割合が決定され、ゼロ及びマイナスになった場合の返金はない。 

※7 日間以上使用した場合、返金はありません。 

 

・コアシーズンを選択、またはデフォルト設定のシーズンパスの場合 

 
・コアシーズンを選択、またはデフォルト設定の Day パスの場合 

 
・その他の場合 

 

リゾートの閉鎖&キャンセルによる払い戻し返金は、2023 年 5 月 1 日～5 月 31 日の期間でベイルリゾート社

より自動的に計算が行われる。 

払い戻し手続きが完了後、全てのリゾートへのアクセスが無効となります。 

 

E. 個人事情による払い戻し 

 

対象となる個人事情のためコアシーズン中にパスを使用できなくなった場合、払い戻しの対象となることが

ある。 

 

a. 永住権を持つ自治体、州、市区町村、都道府県、国において、検疫、自粛、不要不急の外出を控える

ことが、30 日間以上連続で最低 7 日間はコアシーズン中に発生し、使用できない場合。 



b. 観光ビザの拒否によりアメリカ・カナダへ入国できずコアシーズン中にパスを使用できない。 

（拒否されたとわかる証明が必要） 

c. 政府がアメリカへの入国を禁止しているため、30 日間以上連続で最低 7 日間はコアシーズン中に禁

止され、パスを使用できない場合。 

d. ワシントン州またはアメリカ外に居住していて、カナダまたは BC 州への入国が、30 日間以上連続で

最低 7 日間はコアシーズン中に禁止され、パスを使用できない場合。 

e. パスを購入後、本人または配偶者が、1 年以上続いていた正規雇用が、解雇・不当な解雇により失業

しパスを使用できない場合。 

f. パスを購入後、本人または配偶者が、1 年以上続いていた正規雇用が、6 か月以上の期間一時解雇ま

たは職務停止によりパスを使用できない場合。 

g. パスを購入後、就労ビザの更新がされずコアシーズン中にパスを使用できない場合。（正規雇用のみ） 

 

h. パスが利用できるリゾートから 150 マイル以内に住んでいて、100 マイル以上離れた場所に転勤にな

った場合。（企業内の異動で 1 年以上の雇用歴がある場合のみ） 

i. 兵役に呼ばれる・軍事休暇の取り消し・配備により、コアシーズン中にパスを使用できない場合。 

j. パスを購入後、医師に診断された身体的疾患により、30 日以上連続で最低 7 日間はコアシーズン中

にパスを使用できない場合。（医師の診断書による証明が必要です。） 

k. パスを購入後、偶発的な身体的障害が発生し、それにより 30 日以上連続で最低 7 日間はコアシーズ

ン中にパスを使用できない場合。（医師の診断書による証明が必要です。） 

家族が医師に診断された重要な身体的疾患や身体的障害に侵され、ケアが必要となり、30 日以上連

続で最低 7 日間はコアシーズン中にパスを使用できない場合。 

l. 精神的疾患のため医師に入院による治療が必要と診断され、30 日以上連続で最低 7 日間はコアシー

ズン中にパスを使用できない場合。 

m. パス保持者またはその家族が死亡し、パスを使用できない場合。（パス購入後の場合のみ適用） 

n. 自然災害により居住できなくなりパスが使用できない場合。 

o. 陪審員の招集があり、30 日以上連続で最低 7 日間はコアシーズン中にパスを使用できない場合。 

p. 大学生がパスを利用できるリゾートから 100 マイル以上離れた場所に転校・就職となり、30 日以上

連続でコアシーズン中にパスを使用できない場合。（現在の学校がパスをリゾートから 150 マイル以

内にある場合のみ適用） 

q. パスを購入後、妊娠が判明したことにより、30 日以上連続で最低 7 日間は入院させているためコア

シーズン中にパスを使用できない場合。またスキーやスノーボードをしないように指示がある場合。 

r. パスを購入後、養子縁組を行い、パスを使用できない場合。 

s. 18 歳未満のパス購入者で、保護者が個人事情による払い戻しの対象となりパスを使用できない場合。 

 

 

 



払い戻しが適用される場合、購入価格と利用実績により算出されます。コアシーズン以外の使用やパートナ

ーリゾート（白馬やルスツなど）での使用や Edge カードや他のリフト券の使用も利用実績に含まれ、返金額

に影響します。 

 

算出方法の詳細は EPIC COVERAGE REFUND POLICY TERMS & CONDITIONS を参照ください。 

URL： https://www.epicpass.com/info/epic-coverage-terms-and-conditions.aspx  

・個人事情による払い戻し ⇒ Section E-2 Refund Amount 

※計算式により決定され、ゼロ及びマイナスになった場合の返金はない。 

※7 日間以上使用した場合、返金はありません。 

 

・シーズンパス（日数制限がないパス商品） 

利用した日数 返金パーセンテージ 

0 日 100% 

1 日 86% 

2 日 71% 

3 日 57% 

4 日 43% 

5 日 28% 

6 日 14% 

7 日 0% 

 

 ・コアシーズンを選択、またはデフォルト設定の Day パスの場合 

 
 

個人事情による払い戻し返金は、2023 年 5 月 1 日～5 月 31 日の期間でベイルリゾート社より自動的に計算

が行われる。 

払い戻し手続きが完了後、全てのリゾートへのアクセスが無効となります。 

 

 

 

 

 

 

 



返金の請求方法 

対象となる事例が発生してから 30 日以内に払い戻しのリクエストを申請する必要があります。 

以下の情報をお知らせ下さい。 

・氏名（漢字とローマ字） 

・パスの種類 

・パスの番号 

・対象となる個人事情の説明（できるだけ具体的に） 

・必要な場合、証明書の添付 

※不適切な提出は拒否される場合がありますのでご注意ください。 

払い戻し手続きが完了後、全てのリゾートへのアクセスが無効となります。 

 

 

＜更新履歴＞ 

 


