
　

2020-2021 スキーシーズン予定



●総合案内 株式会社　野沢温泉　　ＴＥＬ　０２６９－８５－３１６６

スキー場ホームページ　　Ｕ Ｒ Ｌ ： ht t p: //www. nozawaski . com/

〒３８９－２５０２　長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653番地

●営業期間 2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日）

●スキー場総面積 ７８５ｈａ　　　総コース面積　２９７ｈａ

●最長滑走距離 １０,０００ｍ     （毛無山頂→やまびこ→上ノ平→パラダイス→林間）

●標高トップ １，６５０ｍ　　標高ベース　５６５ｍ　　標高差　１，０８５ｍ

●コース構成 初級　４０％　　中級　３０％　　上級　３０％

●コースデータ ３６　コース・ゲレンデ

・やまびこＡコース　　　１，３００ｍ ・ユートピアＡコース　　　　４００ｍ

・やまびこＢコース　　　　　８００ｍ ・ユートピアＢコース　　　　３５０ｍ

・やまびこＣコース　　　　　８５０ｍ ・林間コース　　　　　　５，０００ｍ

・やまびこＤコース　　　１，２５０ｍ ・牛首コース　　　　　　１，２００ｍ

・やまびこＥコース　　　１，０００ｍ ・黒鞍コース　　　　　　　　５５０ｍ

・小毛無Ａコース　　　　　　２００ｍ ・カンダハー西コース　　　　９９０ｍ

・小毛無Ｂコース　　　　　　２００ｍ ・カンダハー東コース　　　　９９０ｍ

・上ノ平ゲレンデ　　　　２，０００ｍ ・スカイラインコース　　３，５００ｍ

・グランプリコース　　　　　８００ｍ

・ジャンピングコース　　　　５００ｍ

・パラダイスゲレンデ　　１，２００ｍ ・日影ゲレンデＡコース　　　６００ｍ

・湯の峰ゲレンデＡコース　　８００ｍ ・日影ゲレンデＢコース　　　２００ｍ

・湯の峰ゲレンデＢコース　　７００ｍ ・日影のカベ　　　　　　　　２００ｍ

・水無ゲレンデＡコース　　　８００ｍ ・伊勢宮ゲレンデ　　　　　　３５０ｍ

・水無ゲレンデＢコース　　　７００ｍ ・長坂ゲレンデ　　　　　　　７００ｍ

・ブナ林コース　　　　　２，５００ｍ ・向林コース　　　　　　　　２００ｍ

・パラダイス連絡コース　１，５００ｍ ・柄沢ゲレンデ　　　　　３，０００ｍ

・シュナイダーコース　　１，５００ｍ ・はちまんコース　　　　　　２５０ｍ

・チャレンジコース　　　１，２００ｍ

・チャレンジ３９°のカベ　　３００ｍ

合計１１月

スノーパーク　　　2000ｍ

１２月

■ スキー場概要・営業期間

3020 149日間

２月 ５月３月

9

１月

28

４月

31 31

ハーフパイプ 110ｍ×30ｍ



●サービス施設

場 所 旧やまびこ駅２F

利 用 時 間 １０時～１５時００分

収 容 人 数 ２８０人

場 所 旧やまびこ駅１F

利 用 時 間 ９時～１５時３０分

収 容 人 数 １３０人

場 所 やまびこゲレンデ（やまびこフォーリフト乗り場上）

利 用 時 間 ９時３０分～１５時００分

収 容 人 数 ４０人 ※今シーズンは自販機のみとなります。

場 所 長坂センターハウス3階

利 用 時 間 ８時００分～１７時００分

そ の 他 チューンナップショップ併設

場 所 日影インフォメーションセンター１階

講 習 時 間 午前：１０時～１２時、午後：１時１５分～３時１５分

そ の 他 グループレッスン・プライベートレッスン等（英語対応可）

場 所 野沢温泉スパリーナ

利 用 時 間 ６時３０分～２０時３０分※入浴は14：00～

そ の 他 3月29日(月)より通常営業・風呂12：00～20：30・シャンテル12：00～20：00

場 所 伊勢宮ゲレンデ

利 用 時 間 ９時００分～１６時００分

休 館 日 毎週木曜日（12/31は営業）

場 所 日影インフォメーションセンター２階

利 用 時 間 ９時～１６時３０分

収 容 人 数 ２０～３０名

柄沢スキーセンター内、長坂センターハウス２階、日影ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

第１駐車場 Ａ・Ｂ・Ｃブロック、第２駐車場管理棟、第３駐車場管理棟

利 用 時 間 ６時～１８時

料 金 無　料

場 所 長坂（Ａブロック・Ｂブロック・Ｃブロック管理棟）

利 用 時 間 ６時～１８時・日帰り専用

初滑り・春スキー期間無料（ｵｰﾌﾟﾝ～12月18日(金)、2021年3月29日(月)～ｸﾛｰｽﾞ）

無料：平日　

有料：土・日曜日、祝祭日、年末年始　2020年12月29日(火)～2021年1月3日(日)

普通車1,000円、中型車(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ)2,000円、大型車3,000円

場 所 柄　沢

利 用 時 間 ６時～１８時

日帰り　無料　

普通車１泊1,500円、中型車(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ)1泊2,000円　以降１泊毎に500円増し

場 所 南　原

利 用 時 間 ６時～１８時（第1・第2駐車場が満車になり次第オープン）

日帰り　無料　

普通車１泊1,500円、中型車(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ)1泊2,000円、大型車1泊3,500円

以降１泊毎に普通車・中型車　500円、大型車　1,500円

料　　　金

料　　　金

料　　　金

場　　　所

キッズ休憩所

ﾅｽｷｰﾙｰﾑ

更衣室

スキー
スクール

野沢温泉
スパリーナ

ﾚｽﾄﾊｳｽ
やまびこ

レンタル
サロモン

ステーショ
ン

第３駐車場

キッチン
セアボス

第１駐車場

喫茶
ダンケ

（無料休憩

所）

第２駐車場

日本
スキー博物

館



柄沢更衣室内、長坂センターハウス2階、キッチンセアボス内

コイン 日影ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内、日影ゴンドラ上ノ平駅内

ロッカー 第１駐車場（長坂）Ｂ・Ｃブロック更衣室内

利 用 時 間 ８時～１７時３０分

料 金 200円～600円

場 所 長坂センターハウス２階・第1駐車場バスターミナル

利 用 時 間 ８時～１７時３０分

料 金 200円～600円 （長坂センターハウス2階ロッカー数383個）

場 所 日影インフォメーションセンター２階　キッズルーム「ゆーみん」

営 業 時 間 2020年12月19日(土)～2021年3月28日(日)　 ９時～１２時、１３時～１６時

半日2,500円、１時間1,000円

対 象 年 齢 １歳～６歳

定 員 1０名程度

備 考

場　 　　所

利 用 時 間

備 考

セアボス内、

日影インフォメーションセンター1階、日影スキーセンター前

野沢温泉スパリーナ内

備　　　考

場　　　　所 長坂センターハウス１階

備　　　考

場　　　　所

スキー・ボード用品、備品等の販売

料 金

場 所

長坂センターハウス　3階

１日4,000円（ただし連続利用の際は、２日目以降１日3,000円）

スキー・ボード用品、オリジナルグッズ、スナック等の販売

託児所

ショップ

ICI石井スポー
ツ

事前予約可。保育士常駐。お問い合わせ先　電話080-2088-0932（シーズン中）

利用回数によるポイント制度により、無料利用券・リフト券などの特典があります

長坂ゲレンデからの無料送迎があります《スノーモービル（ナスキー号）》

宅配カウンター
スキー・ボード、手荷物の宅配及び預りサービス

スキー・
ボード
ロッカー

売　　店

11月より予約開始予定（0269-85-3166）

８時３０分～１６時３０分



月 12 12 12 3 3 4 5
日 12 19 26 28 29 4 9

19

■平日運休リフト

■ナイター営業 長坂フォーリフト

12月19日(土)から3月27日(土)までの毎週土曜日と年末年始（12/29～1/2 ）

1月10日（日）

(3月6日(土)は灯明夜まつり開催ですが、ナイター営業は行います）

※運行予定につきましては状況により急遽変更する場合もございますので予めご了承ください。

19

19

レンタル

19

12

12

喫茶ダンケ（無料休憩所）

19

19

12

キッチンセアボス

スノーパーク

スキースクール

レストハウスやまびこ

日影ゴンドラ

※積雪状況等により変更する場合があります。

やまびこ第2フォー

やまびこフォー

上ノ平フォー

1-1号線通行止

12

12

12

施設名

遊ロード

＊ユートピアペア、チャレンジペア、湯の峰ペア、水無トリプルの運休期間

19

日影フォー

日影トリプル

柄沢ペア

長坂ゴンドラ連絡ペア

長坂トリプル

真湯ペア

湯の峰ペア

　　※スキー大会、イベント等の開催により、上記期間中においても、一部運行する場合もあります。

　　2月15～19日、2月22～26日・3月1～3月5日・3月8～12日・3月15～19日・3月22～26日

野沢温泉スパリーナ

　　12月21日～25日・1月4～8日・1月12～15日・1月18～22日・1月25～1月29日・2月1～5日・2月8～12日

スキー博物館

長坂ゴンドラ

スカイライン連絡ペア

チャレンジペア

カンダハーペア

平日運休
ユートピアペア

19

19

19

19

19

長坂フォー

シャトルバス

19

水無トリプル

12

12

26

12

■リフト運行計画

19

19

19

19

パラダイスフォー

19

19



＊上ノ平方面の各リフトの運行時間は、それぞれ異なりますのでご注意ください。

＊天候、積雪、業務の都合等により運行リフトや営業時間を変更する場合があります。

＊春スキーについては、積雪の状況により運行リフト、運行時間が変更になります。

１６：３０～２０：００

９：００～１６：１０

８：４５～１６：３０

１６：１０

１６：３０～２０：００

８：４５～１６：００

８：４０～１６：１０

８：４０～１６：３０

８：５０～１６：１０

８：４５～１６：２０

８：４０～１６：００

８：５０～１５：４０

８：４５～１５：５０ (８：１５～１５：４０)

１５：５０

８：００～１６：４０ ８：００～１７：１０

2月1日から

８：３０～１６：３０ ８：３０～１７：００

3月29日から

１５：１０

上ノ平フォー

パラダイスフォー

湯の峰ペア

3月29日(月)～5月9日（日）

８：００～１５：３０

８：１５～１５：２０

８：１０～１５：３０

(８：１０～１６：００)

(８：２０～１５：３０)

９：００～１６：１０

長坂トリプル　長坂フォー

日影トリプル　日影フォー

リ　　　フ　　　ト　　　名

長坂ゴンドラリフト（上り・下り）

日影ゴンドラリフト（上り・下り）

水無トリプル

やまびこフォー

やまびこ第２フォー

スカイライン連絡ペア

遊ロード

８：３０～１５：５０

2月1日(月)～3月28日(日）12月12日(土)～1月31日(日)

８：３０～１６：００

８：３０～１６：２０

８：３０～１５：３０

８：４５～１６：００

９：００～１５：４０

９：００～１５：４０

チャレンジペア（上り・下り）

長坂ゴンドラ連絡ペア　　柄沢ペア

■ リフト運行時間

1月31日まで

１５：２０

８：４５～１５：３０

８：４０～１５：４０

やまびこＡ・B・C・Dコース

ナイター営業（長坂フォー）

ユートピアペア　カンダハーペア　真湯ペア

１６：４０

１６：２０

スカイラインコース

ブナ林コース入口

●コース閉鎖時間

コ　ー　ス　名

１５：５０



※ シニア券 ： ６０歳以上（運転免許証または健康保険証など年齢がわかる証明書等を提示）

※ 手帳の提示（コピー不可）、1日1回限り

2,000円

2,500円 1,500円

適用おとな

こども

長坂ゴンドラリフト

※ ICカード保証金を必要とするリフト券については別途500円（ICカード返却時に返金）。

2,900円

2,500円

1,500円 900円
ナイター券

20／21　シーズン  野沢温泉スキー場リフト料金一覧表

● リフト・ゴンドラ料金表

購入日から連続２日間、ナイター不可7,700円

こども

ゲート通過から連続４時間(当日のみ）

4,200円
券　　　　　　　　　　　　　　　　種

３　日　券

シニア

3,500円

●団体割引運賃

※ ゴンドラリフトの下り線は、無料。

おとな

※ こども ： 中学生以下。ただし、未就学児は有料利用者（大人）が同伴した場合、有料利用者１人につき未就学児1人は無料。

－

おとな

ポイント券5ｐｔ、下り線無料

※ 申請不要、30枚以上の購入で適用。

1,050円

4,900円

－

※ ポイント券 は任意のポイントで購入可能。スキーリフト1回＝1pt、長坂ゴンドラ1回＝5pt、日影ゴンドラ1回＝３pt

2,750円

37,500円

1,900円

個人シーズン券

シニア

54,500円

※ 4時間券 ：ゲート通過から連続４時間有効（当日のみ）。

名義変更不可、別途IC保証金有り

36,500円 ３月１日以降有効、ナイター滑走可能

こども

名義変更不可、別途IC保証金有り

67,500円

1,600円

１  日  券 3,600円

29,500円

2,850円
2,650円

券　　　　　　種

券　　　　　　種

1日券（春スキーサービス期間）

1日券（初滑りサービス期間）

●身体障害者・知的障害者等割引運賃（約3割引

－

適用方法

個人シーズン券/３月以降

ポイント券3ｐｔ、下り線無料

20,500円

ナイター滑走可能

1,450円

２　日　券 9,600円
購入日のみ有効、ナイター不可

500円
4,400円

11,200円
5,400円

5,200円１　日　券

－

ナイター開催日有効

日影ゴンドラリフト

7,900円 購入日から連続３日間、ナイター不可

リフト１回券(ポイント券)

４時間券

14,000円

300円 リフト1回＝１pt、別途IC保証金有り

30人以上、当日限り１　日　券

適用方法

身体障害者手帳等の交付を受けてい
る

者及び介護人1名（身体障害者福祉
法）、療育手帳等の交付を受けている

者

4,000円



※ 2日券の販売は12月17日（木）まで、3日券は12月16日（水）まで

３日券（ゴンドラ共通）

おとな 14,000円

こども

3,500円

こども 7,900円

観光ゴンドラ券（往復）
スキー・ボード以外利用者

2,500円

おとな

シニア

2,000円
2,800円

1,200円1,500円
おとな

-

シニア

7,600円
こども 5,400円 4,200円

2,900円こども

シニア

2,300円

9,600円

5,500円

4時間券（ゴンドラ共通）

おとな 4,400円 3,200円
こども 2,500円

２日券（ゴンドラ共通）

3,500円 2,500円

４時間券（ゴンドラ共通）

6,100円
11,100円

2,500円

シニア

3,500円4,400円

6,100円

7,700円

シニア 11,200円 8,900円

こども

7,000円
こども 5,400円 3,900円

8,100円

9,600円

シニア

こども 7,900円

7,700円

1,900円

おとな

特別料金

親子１日券A（ゴンドラ共通）おとな１枚＋小・中学生１枚

＊初滑りサービス《2020年12月12日（土）～12月18日（金）》

＊春休みファミリーパックキャンペーン《2021年3月1日（月）～3月28日（日）》

おとな

2,900円
シニア

おとな

通常料金

4,100円5,200円

＊春スキーサービス《2021年3月29日（月）～5月9日（日）》

３日券（ゴンドラ共通）

おとな

4,200円

特別料金

6,500円

券　　　　　　　　　種 通常料金

こども

■イベント等のリフト券特別料金

おとな 5,200円 3,800円
１日券（ゴンドラ共通）

14,000円 10,200円
5,700円

１日券（ゴンドラ共通）

券　　　　　　　　　種 通常料金

特別料金

11,000円

1,800円
シニア

親子１日券B（ゴンドラ共通）おとな1枚＋小・中学生2枚

3,300円

シニア 11,200円 8,000円

3,000円
2,100円

8,800円

２日券（ゴンドラ共通）

券　　　　　　　　　種

-

4,200円



●志賀高原＆野沢温泉共通シーズン券　BIG 2 Pass （限定1,000名） 83,000円

＊受付期間 2020年10月7日(水)～2021年1月16日(土)

＊利用期間 スキーシーズン営業開始（降雪次第）～2021年5月5日まで

＊BIG２特典 各エリアのサマーリフト券10%引き、スキースクール一般レッスン10％引き

●北信州　シーズン券割引 .

＊設定期間 2020年12月26日(土）～2021年3月21日(日)

＊設定内容 野沢温泉、戸狩温泉、木島平、斑尾高原の各スキー場のシーズン券を

4スキー場内の他の3スキー場で提示すると、リフト券が１０００円引きのサービス

※個人シーズン券の名義人本人のみ

①野沢温泉スキー場第１駐車場　全日無料

②野沢温泉スパリーナ特別料金　おとな700円→600円、こども500円→400円。

③日本スキー博物館特別料金　おとな300円→240円、こども150円→120円。

④スキー場内の食堂及び温泉街の宿泊施設、おみやげ店等において特典あり。（協賛店のみ）

⑤ナイター利用可能

⑥戸狩温泉、斑尾高原、木島平の１日券を１，０００円割引にて購入可能

　※有効期限：2020年12月26日(土)～2021年3月21日(日）

※天候・積雪状況等により営業内容が変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※平日等に一部運休となるリフトがございます。（ユートピアペア、湯の峰ペア、水無トリプルなど）

＊現金書留の場合 ： 現金同封に申込書と顔写真を入れてご郵送ください。

＊銀行振込の場合

　　振込先 ： ながの農業協同組合　野沢温泉支所　普通  ６１７４５５８

　　口座名 ： 株式会社　野沢温泉

　　上記口座に申請者のお名前でお振込みください。　なお、申込書と顔写真はご郵送ください。

＊顔写真サイズ ： タテ４ｃｍ×ヨコ３ｃｍ　の顔写真がはっきりと確認できる上半身とします。

＊郵送先 ： 〒389-2502　長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653番地

　　　　　　　　株式会社　野沢温泉　営業課 シーズン券係

有効期間：3月1日～5月9日

37,500円 54,500円 有効期間：オープン～5月9

3月以降シーズン券 36,500円 20,500円 29,500円

券　　　　　　種 おとな

■個人シーズン券

●販売価格

適用方法

　　　　　　　　３月以降券：2021年2月1日(月)～　　※リフト券は3月1日から有効

●利用期間

リフト利用期間 ： 2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日）　※シーズン終了まで

こども シニア

67,500円オールシーズン券

＊シーズン券購入者の特典（シーズン券提示・本人のみ有効）

●受付日　　シーズン券：2020年10月7日（水）～2021年2月21日(日)

●申込み方法



■観光団体限定事業主シーズン券

購入可能枚数は各事業者ごとに事業規模にて設定　最大4枚

事業規模等の算定は2019年10月1日時点での状況で決定とする。

株式会社　野沢温泉　（長坂ゴンドラ駅内窓口）

●利用対象者 野沢温泉観光協会の会員（個人会員を除く）

　１ 原則として従業員の雇用対策を中心として使用すること。

　２ リフト券販売を目的とした使用は一切禁止とする。

　３ 営業（スクール・ガイド）を目的とした使用は一切禁止とする。

　４ 他人に譲渡することは一切禁止とする。

　５ 村内事業者間の譲渡及び貸与は一切禁止とする。

　６ 不正使用した場合は没収とする。又、以後数年間の発売は行わない。

■村民の日特別料金

野沢温泉村に現住所のあるもの

＊リフト券窓口にて受付表に記入、原則として運転免許証、保険証などを提示。

＊ICカード保証金500円（ICカード返却時に返金）。

各リフト券窓口

●利用期間 2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日)　の毎週水曜日

■スキー場食堂組合特別料金（通勤券）

株式会社　野沢温泉　本社事務所（長坂ゴンドラ　長坂駅内）　

●利用時間 ゴンドラリフトの優先乗車については、午前８時より８時１５分までとする。以降は優先乗車できません。

●有効リフト 長坂ゴンドラ、日影ゴンドラ、ユートピアペア、パラダイスフォー、上ノ平フォー

●発行対象 上ノ平ロッジ、はくぎん、パノラマハウスぶな、太郎小屋、上ノ平山荘、ユートピア

※各食堂への通勤時のみ利用可

無　料（専用の証明書を発行）

●対　　象

●料　　金

●発売場所

１枚　70,000円

●利用期間

無　料

●取扱場所

●使用上の注意及び厳守事項

●料　　金

●取扱場所

2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日）

●料　　金 誘客宣伝・雇用対策用



■リフト券+ランチ券（1,000円）パック料金

※食事分は、年齢区分に関係なく　１枚1,０００円相当

※食事券はスキー場内の指定された食堂で利用可能。     

※公式ホームページより購入用紙をプリントアウトして提出。またはスマホのスクリーンショットの提示(有効期限有)。

■リフト券+ランチ券（1,000円）＋野沢温泉スパリーナ入浴券パック料金

※食事分は、年齢区分に関係なく　１枚1,０００円相当

※食事券はスキー場内の指定された食堂で利用可能。     

※公式ホームページより購入用紙をプリントアウトして提出。またはスマホのスクリーンショットの提示(有効期限有)。

水曜日券

水曜日券

シニア

こども

おとな

通常

4,400円

こども

6,200円

こども

5,200円

1日券＋ランチ券（1,000円相当） 3,300円こども

おとな

内容

販売料金

シニア

シニア

おとな

シニア

リフト券種

おとな

自社WEBパック

5,300円

特別料金

自社パック

自社WEBパック
3,600円1日券＋ランチ券（1,000円相当）

1日券＋ランチ券（1,000円相当）＋スパリーナ入
浴券

4,900円

5,700円

通常

自社パック

3,900円

※取扱期間　：　2020年12月19日（土）～2021年3月28日（日）

※取扱期間　：　2020年12月19日（土）～2021年3月28日（日）

4,800円

5,700円

3,600円

1日券＋ランチ券（1,000円相当）＋スパリーナ入
浴券

リフト券種 販売料金



■宿泊前売リフト券料金表

　・宿泊前売券とは、野沢温泉に宿泊を目的とするお客様に対して宿泊施設で宿泊とのパック販売等に

　　より誘客のために利用することを原則とする。

　・宿泊前売券は、上記目的以外に野沢温泉の観光施設で勤務する従業員に対して福利厚生等の目的

　　のために利用する。

※宿泊前売リフト券の取り扱いは、野沢温泉観光協会・野沢温泉旅館組合の各協会員・組合員のみとする。

　 対象施設へは(株)野沢温泉より｢宿泊前売券　販売施設証」を発行し、その販売施設証を

　 持参した宿泊関係者および営業施設のみに販売するものとする。

※宿泊前売リフト券は野沢温泉観光協会・野沢温泉旅館組合の窓口のみの取扱いとする。

※宿舎への還元金制度は行わない。

※原則として、強風・雷など荒天によるスキー場営業休止の場合以外は使用中チケットの払戻しは行わない。

※未使用チケットの払戻しは購入窓口（野沢温泉観光協会・野沢温泉旅館組合）のみで行う。

　　払戻しの最終期限は4月上旬（予定）とする。詳細は各組合より後日通知する。

小　人 15,080円 14,000円

シニア 21,840円 19,950円

シニア

シーズン6日券
（非連続）

大　人 27,040円

３日券 小　人

大　人

２日券

大　人

7,900円

シニア

4,800円

4,950円

7,100円

小　人

大　人

14,000円
シニア

12,900円

小　人

10,350円

3,250円

24,900円

4,400円
2,500円 2,300円

4,050円

４時間券

3,500円
小　人

7,250円

8,850円

2,900円
3,850円

11,200円

5,400円
7,700円

9,600円大　人

4,200円

リフト券種

１日券

組合特別料金

2,650円

シニア

5,200円
通常料金



■学校関係等特別料金

＊レーサーズ券はポールバーン申請の際に学割レーサーズ券申請書にて申し込む。

　（日影インフォメーションセンターまたはスキー場管理事務所）

＊修学旅行券は、事前に修学旅行申請書にて㈱野沢温泉事務所に申し込む

■リフト券販売所施設一覧

通
常
料
金
一
般
券

各
種
旅
行
会
社
引
換
等

学
割
レ
ー

サ
ー

ズ
券

シ
ー

ズ
ン
券

宿
泊
前
売
り
券

〇 〇 △

〇 〇 △

〇 〇 △

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 △ ※特定日のみ営業

〇 〇

〇 〇

〇 〇

●取扱時間
　・通常は利用日前日の午後３時00分より利用当日午後5時00分までを販売可能期間とする。

　　また、各旅行会社、コンビニなどのリフト券引換券についても同様とする。

　　但し、以下のチケットについてはチケット毎に定める。

○ナイター券＝利用日当日4時30分から

○１回券（リフト・ゴンドラ共）＝随時

○宿泊前売り券＝各組合の取扱い期間内であればいつでも事前購入可能

○シーズン券は別に定める期間とする

●キャンセル処理
　・販売後のキャンセルについては原則として、強風・雷など荒天によるスキー場営業休止の場合以外は

　　購入チケットの払い戻しは行わない。(払い戻しの料金については別途定める）

●不正使用
　･不正使用が発覚した場合は、チケットを没収しそのチケットの正規料金の3倍額を徴収することができる。

　･シーズン券の不正使用については、シーズン券使用規定にて定める。

●その他
　・購入後の紛失については再発行はしない。

　･シーズン券を紛失した場合は有料にて再発行を行う。（再発行申請は本人のみ）

4日券

窓口　２台

窓口　１台

窓口　１台

窓口　1台

日影チケットセンター

伊勢宮チケットセンター

野沢温泉観光案内所

野沢温泉観光協会中尾案内所

主
な
取
扱
い
券
種

野沢温泉旅館組合

窓口　２台

窓口　３台

窓口　２台

窓口　２台

窓
口
販
売
所

窓口　１台

設置箇所

柄沢チケットセンター

長坂第１チケットセンター

長坂第２チケットセンター

長坂センターハウス１F

1日券

2日券

3日券

リフト券種

4日券

14,000円

9,600円

5,200円

5,400円

3日券

中学生まで
（こども）

高校生以上
（おとな）

-

5,800円

8,400円

2日券

5,950円

4,050円

-

10,900円

通常料金

レーサーズ券（おとな）

修学旅行券

4,200円

7,600円

特別料金

7,900円



■宅配便送り先

　･長野県下高井郡野沢温泉村豊郷７６５３

　　長坂センターハウス1階　宅配カウンター　　○○月○○日　　●●●●　宛

　　※備考欄にプレー日（滑走日）を必ず記入。

■託児所　キッズルーム「ゆ～みん」（日影インフォメーションセンター　85-2133）

　・営業期間 2020年12月19日（土）～2021年3月28日（日）

　・場　　　所 日影インフォメーションセンター２階

　・営業時間 ９：００～１２：００　　１３：００～１６：００

　・利用料金 １日　４，０００円　　半日　２，５００円　　１時間　１，０００円

２日以降利用の場合は、１日につき　３，０００円

　・対象年齢 １歳～６歳

　・定　　　員 1０名程度

　・ポイント制度 利用回数毎にポイント制として、無料利用券又はリフト券の特典があります

　・長坂センターハウスから、スノーモービル(ナスキー号）による送迎を行っております

■キッズ休憩スペース「ナスキールーム」　

　・営業期間 2020年12月19日（土）～2021年3月28日（日）

　・場　　　所 日影インフォメーションセンター２階

　・営業時間 ９：００～１６：００

　・利用料金 無料

　・その他 授乳スペースあり

■キッズパーク　　

　・営業期間 2020年12月19日（土）～2021年3月28日（日）

　・場　　　所 日影ゲレンデ

　・営業時間 ９：００～１６：００

　・利用料金 無料

　・その他 キッズウェイ：無料

チュービングコース

そりコース

スキーエリア

■雪原遊覧

　・営業期間 営業休止

新型コロナウィルス感染拡大防止のため休止とさせていただきます。



■スキー・スノーボードレンタル　/　サロモンステーション 0269-85-1070

　・営業期間 2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日）

　・場　　　所 長坂センターハウス3階

　・営業時間 ８：００～１７：００(ナイター営業時 ２０：３０）

　・利用料金

ナイター 0.5日 1日 1.5日 2日 3日 …10日

¥2,700 ¥3,400 ¥4,500 ¥7,800 ¥8,900 ¥13,200 ¥41,500

¥2,160 ¥2,720 ¥3,600 ¥6,240 ¥7,120 ¥10,560 ¥33,200

¥1,800 ¥2,300 ¥3,000 ¥5,200 ¥5,900 ¥8,700 ¥26,500

¥1,440 ¥1,840 ¥2,400 ¥4,160 ¥4,720 ¥6,960 ¥21,200

ナイター 0.5日 1日 1.5日 2日 3日 …10日

¥2,200 ¥2,800 ¥3,600 ¥6,300 ¥7,100 ¥10,500 ¥32,500

¥1,760 ¥2,240 ¥2,880 ¥5,040 ¥5,680 ¥8,400 ¥26,000

¥1,800 ¥2,300 ¥3,000 ¥5,200 ¥5,900 ¥8,700 ¥26,500

¥1,440 ¥1,840 ¥2,400 ¥4,160 ¥4,720 ¥6,960 ¥21,200

¥800 ¥900 ¥1,200 ¥2,050 ¥2,350 ¥3,450 ¥10,250

¥640 ¥720 ¥960 ¥1,640 ¥1,880 ¥2,760 ¥8,200

※4日以降の料金についてはお問い合わせください

　・営業期間 2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日）

　・場　　　所 長坂センターハウス3階

　・営業時間 ８：００～１７：００(ナイター営業時 ２０：３０）

　・利用料金

ナイター 0.5日 1日 1.5日 2日 3日 …10日

　・取り扱いメーカー

　・利用料金

0.5日 1日 1.5日 2日

¥2,300 ¥3,000 ¥5,200 ¥5,900

¥1,840 ¥2,400 ¥4,160 ¥4,720

　・営業期間 2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日）

　・場　　　所 長坂センターハウス3階

　・営業時間 ８：００～１７：００

〇パウダーボード

エキスパート　スキー板
パウダー用スノーボード

¥9,900¥8,400¥5,000¥3,500¥2,800

・サロモン、アトミック

・サロモン、アトミック、ヘッド

・サロモン

スキー板/ブーツ/ポール

ボード/ブーツ

ウェア上下セット

¥14,700

セット

大人

子供

大人

ボード　ブーツ

ポール

○パウダー用スキー

○競技用スキー

子供

大人

子供

■スキー・スノーボードレンタル　/　野沢温泉エキスパートレンタル

¥46,500

セット

大人

子供

大人

子供

単品

スキー　板

ボード　板

スキー　ブーツ

スノーシューセット

スノーシュー・ポール・ブーツ 大人

スノーシュー・ポール・ブーツ 子供

■スノーシューレンタル



　・営業期間

　・場　　　所 長坂センターハウス2階

　・営業時間 ８：００～１７：００（受付は、16：00迄）

価格
（消費税込）

1 レーシングフルチューンⅢ SVECOMストラクチャー　高校生以上　DH、SG用 ¥12,000
2 レーシングフルチューンⅢ SVECOMストラクチャー高校生以上　GS、SL用 ¥10,000
3 レーシングフルチューンⅡ SVECOMストラクチャー中学生　SG用 ¥11,000
4 レーシングフルチューンⅡ SVECOMストラクチャー中学生　GS、SL用 ¥9,000
5 レーシングフルチューンⅠ SVECOMストラクチャー小学生　SG用 ¥10,000
6 レーシングフルチューンⅠ SVECOMストラクチャー小学生　GS、SL用 ¥8,000
7 デモフルチューン 基礎スキーヤー ¥9,000
8 フリースキーフルチューン セミファットスキー ¥9,000
9 フリースキーフルチューン ファットスキー ¥10,000
10 ベーシックフルチューン レジャー用、ストラクチャー加工含む ¥8,000
11 サンディングフルチューン レジャー用、ストラクチャー無し ¥7,000
12 ショートスキーフルチューン FUNスキー、子供用スキー（長さ目安：140㎝未満） ¥6,000
13 ストラクチャー加工 ストラクチャー加工＋フラット加工 ¥6,000

カスタムフルチューン エッジ角度指定含む ¥8,000
ベーシックフルチューン ¥6,000
ストラクチャー加工 各フルチューンのオプション ¥4,000

クイック・ホットワクシング冬季限定 ¥1,500
サイドエッジ研磨 サイドエッジ角度指定可能 ¥2,500
両面エッジ研磨 サイドエッジは角度指定可能 ¥4,500
サイドセラミックディスク仕上げ サイドエッジ角度指定可能 ¥4,500

クロカン ストラクチャー加工 ¥6,000
ジャンプ ストラクチャー加工 ¥10,000

ベースワックス塗り込み加工 ソフトワックス　　　ワックスフューチャー使用　　 ¥2,000
ベースワックス塗り込み加工 ソフト＋ミディアムワックス　　　ワックスフューチャー使用　　 ¥4,000
滑走面キズ穴埋め 10㎝毎 ¥1,000

レースプレート取付 1台 ¥5,000
ビンディング取付・調整 1台 ¥3,000
他パーツ取付 インサートビス等 \3000～
スキー修理加工 接着、滑走面補修、切貼/1か所 \3000～

スキー板
金具の加

工

共通

ボード

スキー・
ボード

■チューンナップショップ　　（ＧＬＡＴＴ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　080-8865-3199

2020年12月12日（土）～2021年5月9日（日）

作業項目 対象及び備考

スキー



Ａブロック：７０台、Ｂブロック：２００台、Ｃブロック：２３０台

営業時間　ＡＭ６：００～ＰＭ６：００

※初滑り：2020年12月12日(土）～12月18日(金)

※春山　：2021年３月２９日(月)～５月９日（日)

※年末年始：2020年12月29日(火)～2021年1月3日(日)

※ナイターのみの利用については無料とする

営業時間　ＡＭ６：００～ＰＭ６：００

※大型車の駐車はできません。

営業時間：ＡＭ６：００～ＰＭ６：００

※第１・第２駐車場が満車となり次第、オープンとなります。

　

 ※野沢温泉スパリーナ駐車場はスパリーナ利用客のみ無料（一般の方のご利用はできません）

１２時間を超える時間　２時間につき

５００円増

○ 第３駐車場（南原）（４００台）

中型車(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ) 　　５００円増

２，０００円

無料

日　帰　り

１泊増す毎に１泊２日

大型車

２，０００円

１，５００円増

１泊増す毎に

    ５００円増

    ５００円増

１泊増す毎に

１，５００円無　　　　　料

無料

１，５００円増

○ 中尾駐車場（普通車　１７０台）

７００円

普通車

３，５００円大型車

１泊２日

普通車 ５００円 １，５００円

普通車のみ １００円

日帰り

区　 分 日帰り

１００円

１泊２日

１時間につき

普通車のみ

○新田立体駐車場（５０台）

５００円

○横落駐車場（９３台）

普通車

○新田駐車場　屋外（４０台）

区　 分

区　 分

日　帰　り

区　 分 日　帰　り

１，５００円

３時間以内

無料

区　 分

区　 分

１，５００円

３，５００円

無料普通車

１泊２日 １泊増す毎に

無料普通車

中型車(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ)

    ５００円増

■ 駐車場 

○ 第1駐車場（長坂）(５００台）   日帰り専用　　支払い方法：前払い現金のみ

区　 分 平日、初滑り・春山 土・日曜、祝祭日、年末年始

３，０００円

中型車(ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ) 無料 ２，０００円

大型車 無料

無料 ２，０００円

○ 第2駐車場（柄沢）（２２０台）

　　５００円増

１，０００円



■スキーシャトルバス

○運行期間 2020年１２月２６日(土)～2021年３月２８日(日) 毎日運行

○運行経路

Ｅ　前坂入口

○運行時間(予定)

○利用料 無料

○その他 始発を８：１０肉の鷲野前とし終点は(第１駐車場)長坂シャトルバスターミナルとなります。

Ｂ　スパリーナ上 Ｃ　第２駐車場

Ｄ　第３駐車場

　Ｆ　肉のわしの前

　Ａ　長坂ゴンドラ
　　　　バスターミナル

年末年始＝12月29日～1月3日

Ｈ　中央ターミナル

Ｉ　横落民宿街 　Ｊ　横落下

土・日・祝日＝12月26日より毎週運行

Ｇ 新田バス停

ＧＷの運行はありません

時 平　日

土・日・祝日・年末年始

(右記日を除く）

1/3（日), 11(月), 17(日), 24(日) ,31(日)

2/7(日), 14(日), 23(火), 28(日)

3/7(日), 14(日), 21(日), 28(日)

8 ３０　５０ ３０　４５　５５ ３０　４５　５５

9 １０　３０　５０ １０　２０　３５　４５　 １０　２０　３５　４５　

10 １５　５０ ００　１０　２５　４０ ００　１０　２５　４０

11 ４０ ００　２０　４５ ００　２０　４５

12 ３０ １０　３５　 １０　３５　

13 １０　５０ ００　２５　５０ ００　２５　５０

14 ４０ １０　３０　４５ １０　３０　４５

15 ２０　５０ ００　１５　２５　４０　５０ ００　１５　２５　４０　５０

16 １０　３０　５０ ０５　１５　３０　４０　５５ １５　４０

17 １０　★３５（2/1～） １０　★２０（2/6～）　★３５（2/6～） １０　★３５（2/6～）

運行期間：令和２年１２月２６日～令和３年３月２８日

Ａ　長坂バスターミナル発（温泉街行き）

時 平　日

土・日・祝日・年末年始

(右記日を除く）

1/3（日), 11(月), 17(日), 24(日) ,31(日)

2/7(日), 14(日), 23(火), 28(日)

3/7(日), 14(日), 21(日), 28(日)

8 １３　３８　５８ １３　２８　３８　５３ １３　２８　３８　５３

9 １８　３８　５８ ０３　１８　２８　４３　５３ ０３　１８　２８　４３　５３

10 ２３　５８ ０８　１８　３３　４８　 ０８　１８　３３　４８　

11 ４８ ０８　２８　５３ ０８　２８　５３

12 ３８ １８　４３ １８　４３

13 １８　５８ ０８　３３　５８ ０８　３３　５８

14 ４８ １８　３８　５３ １８　３８　５３

15 ２８　５８ ０８　２３　３３　４８　５８ ０８　２３　３３　５８

16 １８　３８　５８ １３　２３　３８　４８ ２３　４８

17 ★１８(2/1～) ★０３(2/6～)　　★１８(2/6～) ★１８(2/6～)

Ｈ　中央ターミナル発（ゲレンデ行き）

時 平　日

土・日・祝日・年末年始

(右記日を除く）

1/3（日), 11(月), 17(日), 24(日) ,31(日)

2/7(日), 14(日), 23(火), 28(日)

3/7(日), 14(日), 21(日), 28(日)

8 １０　３５　５５ １０　２５　３５　５０ １０　２５　３５　５０

9 １５　３５　５５ ００　１５　２５　４０　５０ ００　１５　２５　４０　５０

10 ２０　５５ ０５　１５　３０　４５　 ０５　１５　３０　４５　

11 ４５ ０５　２５　５０ ０５　２５　５０

12 ３５ １５　４０ １５　４０

13 １５　５５ ０５　３０　５５ ０５　３０　５５

14 ４５ １５　３５　５０ １５　３５　５０

15 ２５　５５ ０５　２０　３０　４５　５５ ０５　２０　３０　５５

16 １５　３５　５５ １０　２０　３５　４５ ２０　４５

17 ★１５(2/1～) ★００(2/6～)　　★１５(2/6～) ★１５(2/6～)

Ｆ　肉のわしの前バス停発（ゲレンデ行き）



■野沢・飯山駅・斑尾　周遊バス

○運行期間 2020年12月26日（土）～2021年3月7日（日） 72日間

○運行時間 野沢温泉～飯山駅～斑尾高原～飯山駅～野沢温泉　

＊大人・・・中学生以上（１３歳以上）

＊子供・・・小学生（６歳～１２歳）

＊未就学児　無料

■ バス発着所

○発着場所 中央ターミナル　　新田ターミナル

○営業期間 2020年１２月１９日（土）～2021年３月２８日（日）

○営業時間 ６：００～２１：３０（夜間は閉鎖いたします）

○利用方法 ＊冬期シーズンは、バス専用の発着所としての利用となります。　（大型車の駐車は、中尾駐車場をご利用ください）

＊バスからお客様を降ろす場合は予約不要で「無料」です。

＊バスにお客様を乗せる場合は、前日までに予約が必要です。　１台　１，０００円

○お問合せ 野沢温泉観光協会　ＴＥＬ ０２６９-８５-３１５５

■野沢温泉スパリーナ（ＴＥＬ ０２６９-８５-４５６７）

○冬期営業期間 令和2年12月12日（土）～令和3年3月28日（日）

○営業時間

休館日・メンテンナンスにより休館

中央ターミナル第１駐車場

１７：０５→

１８：１５

８：２０→

１６：００→

９：２０→

←１０：３５

飯山駅

→

斑尾高原ホテル前

６００円

←９：３０

←

大人

←１０：２５

バス停

←９：５５

６００円

８：５０→

←１７：２０←１７：５０

子供

１２００円

３００円

３５０円

７００円

野沢温泉～飯山駅

斑尾高原～飯山駅

１６：４０→１６：１０→

野沢温泉～斑尾高原

野沢温泉～飯山駅

斑尾高原～飯山駅

野沢温泉～斑尾高原

スキー客対応早朝営業（休憩室 6：30～）：１２月～３月(予定)

１2月～３月 ：営業時間6：30～20：30（受付終了20：00）、風呂14：00～20：30、レストラン　12：00～20：00まで

3月29日～５月９日：営業時間12：00～20：30（受付終了20：00）、風呂12：00～20：30、レストラン　12：00～20：00まで

中央ターミナル 第１駐車場

飯 山 駅 斑尾高原ホテル前



令和2年1１月 １２月 令和3年１月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28

31

４月 ５月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

○料　　　 金 ・大人（中学生以上）　７００円　　　こども(３歳以上）　５００円

○「野沢温泉スパリーナ」特別割引

■野沢温泉スパリーナ 会員優待パス

■日本スキー博物館 85-3418

●開館日：通年営業　/　毎週木曜日休館

　（木曜日が祝祭日の場合はその翌日が休館日　　但し、12/30～1/3は営業　）

○営業時間 ＡＭ９：００～ＰＭ４：００

○入館料

＊団体割引きは２０名以上の団体に限る

１５０円２４０円

団体割引

８０円

障害者割引

＊宿泊者割引券は、各宿泊施設へお問い合わせください

１２０円１５０円 １２０円

３００円 ２４０円

小中学生

大　人

通常料金 宿泊者割引券

法人会員券

営業日の入浴　名義人1名個人会員券

小　人

６００円７００円

大人回数券

営業日の入浴　事業所2枚

＊宿泊者割引券とリフト日券割引との併用使用はできません

大人・シニア

30,000円

50,000円

特　　典

＊宿泊者割引券は各宿泊施設へお問い合わせください。

４００円５００円

券種

11回券　６，０００円

４００円

大　人

村　　民宿泊者割引券

５００円

通常料金

２月

３月

３００円

リフト日券割引

６００円



■高野辰之記念　おぼろ月夜の館　斑山文庫 85-3839

●開館日：通年営業　/　毎週月曜日休館

　（月曜日が祝祭日の場合はその翌日が休館日　）

○営業時間 ＡＭ９：００～ＰＭ５：００

○入館料

＊団体割引きは２０名以上の団体に限る

■麻釜温泉公園　ふるさとの湯 85-3700

●開館日：通年営業　/　毎週木曜日休館

　（木曜日が祝祭日の場合はその翌日が休館日　　但し、12/31営業　）

○営業時間 ＡＭ１０：００～ＰＭ８：００（入館７：３０）

○入館料

＊宿泊者割引券は、各宿泊施設へお問い合わせください

４００円

小学生 ３００円 ２００円

＊宿泊者割引券は、各宿泊施設へお問い合わせください

小中学生 １５０円 １２０円 ８０円

１５０円

障害者割引

１２０円

２４０円

大　人 ５００円

通常料金 宿泊者割引券

大　人 ３００円 ２４０円

通常料金 宿泊者割引券 団体割引



● 新長坂ゴンドラリフト竣工記念イベント

新長坂ゴンドラ完成を記念して、2つの特別プレゼント企画を開催！

①野沢温泉スキー場公式Instagramをフォローしてリフト券を貰おう！

11月1日(日)～2月28(日)までの期間中に野沢温泉スキー場公式Instagramをフォローしてくれた方の中から

抽選で毎月5名様に今シーズン使えるリフト1日券をプレゼント！！

※鍵付きアカウントはDMが送れない為対象外となります。

② ベストショットフォトコンテスト
野沢温泉で撮影したベストショットをInstagramInstagram、Facebook、メールで応募！

Instagram・Facebookの投稿は加工OK！加工無し！本気の写真を送りたい！という方はメールでご応募ください！

12月～3月は「インスタグラム・Facebook部門」「メール部門」から今月のベストショットを毎月2名ずつ決定しリフト券をプレゼント！

ベストショットに選ばれた方の中から最優秀賞を選び、1名様に来シーズンのシーズン券を贈呈☆

さらに、12月19日～5月9日の期間中応募して頂いた方の中から抽選で20名に来シーズン使えるリフト券や

野沢温泉スキー場オリジナルグッズをプレゼントします！

※Instagram・Facebookで応募する方は必ず「#野沢温泉スキー場2021ベストショット」とタグ付けして投稿して

ください。また、鍵付きアカウントや公開設定アカウントは投稿が見れないため事前に設定解除をお願いします。

　

● 上ノ平ゲレンデで隠れた文字を探せ！！

2020年12月19日(土)～2021年3月28日(日)

雪質眺望世界一！初心者に最適の上ノ平ゲレンデのところどころに文字が隠されています！

その文字を探して文を完成させて野沢温泉スキー場オリジナルグッズをもらっちゃおう！

※小学生以下対象

※受付　日影インフォメーションセンター内　野沢温泉スキースクール

● 滑ってお得。『北信州周遊割引』

2020年12月26日(土)～2021年3月21日(日)

北信州のスキー場を巡って滑るとお得！

野沢温泉・斑尾・戸狩・木島平のシーズン券を持参の方は各スキー場の1日券が

1,000円割引になります。

※対象期間は各スキー場のレギュラーシーズン期間となります。

● 北信州スタンプラリー

2020年12月19日(土)～2021年3月28日(日）

ユキヤマアプリをダウンロードして野沢温泉、木島平、戸狩温泉、斑尾高原の4エリアをめぐって滑って

抽選で北信州の特産品をプレゼント！

※スキー場によって営業期間が異なります。

■ 初滑りサービス期間

2020年12月12日（土）～12月18日（金）

リフト料金特別割引

１日券　大人5，200円→3,800円、小人2,900円→2,100円、シニア4,200円→3,000円。

■ 野沢温泉スキー場オープニングフェスティバル

2020年12月19日（土）   やまびこゲレンデ　11：00～

2020-21シーズンオープニングイベント！

■ クリスマス企画　野沢温泉スキー場でサンタを探そう！

2020年12月24日（木）、25(金）　10：00～

ゲレンデにサンタクロースが出没！毎日先着１００名様にちょっとしたクリスマスプレゼントが！！

2020/ 2021 シーズン  野沢温泉スキー場 イベント一覧表

 シーズン中　毎日開催　ロングランイベント 

 イベント盛りだくさん！日程をチェック！ 



■ 大晦日ナイター＆カウントダウン花火

2020年12月31日（木）　長坂ゲレンデ　16：30～

12月31日のナイターを23：30まで延長営業！年明けとともに打ち上がるゲレンデ花火！

■ 明けましておめでとう！樽酒サービス

2021年１月１日（金）　上ノ平ゲレンデ　11：00～

2021年元旦はゲレンデで樽酒の振舞いサービス!

■ 参加無料！ナスキーとソリレース！！　①

2021年1月3日（日）　日影ゲレンデ　キッズパーク　13：30～

どなたでも参加可能！参加費無料！

キッズパークでマスコットキャラクター“ナスキー”とソリレースを楽しもう！

勝者にはナスキーオリジナルグッズをプレゼント！

2021年1月9日（土)　大湯通り　19：00～　

振る舞い汁や道祖神太鼓の演奏、豪華景品がもらえるじゃんけん大会も開催！

■ スキーの日特別記念イベント

2021年1月12日（火）

毎年1月12日は「スキーの日」！これからも皆様にスキー・スノーボードを楽しんでいただくため

野沢温泉スキー場では「スキーの日」特別記念イベントを開催いたします！

　＊朝いちシュプールを描け！　①

　　 長坂センターハウス1階集合7：40　　※悪天候により中止あり

朝一のゲレンデを参加者だけで独り占め！参加者は一般営業前の長坂ゴンドラリフトで山頂駅へ

誰も滑っていないゲレンデにシュプールを刻む事ができるお得なイベント！

※滑走コースは主にスカイラインコース等の中上級コースとなります。

※参加費無料。リフト券は各自でご準備ください。

　＊スキースクール祭（スキー・スノーボード半日無料レッスン）　①

お客様への感謝の気持ちを込めて常設スキー・スノーボード半日無料講習！

日影スキースクール　8：30～9：30に申込（先着30名様予約不可）

◆ 国重要無形民俗文化財　道祖神祭り

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止

■ 参加無料！ナスキーとソリレース！！　②

2021年2月7日（日）　日影ゲレンデ　キッズパーク　13：30～

どなたでも参加可能！参加費無料！

キッズパークでマスコットキャラクター“ナスキー”とソリレースを楽しもう！

勝者にはナスキーオリジナルグッズをプレゼント！

■ バレンタインデー！チョコレートフォンデューサービス

2021年2月14日(日）　日影ゲレンデ　10：30～

バレンタインデーにたくさんチョコレートをもらえる男性も、そうでない男性も野沢温泉スキー場へ集合！

甘～いチョコレートをプレゼント！　※女性も可（数量限定）

■ 朝いちシュプールを描け！　②

2021年2月15日（月）  長坂センターハウス1階集合7：40　　※悪天候により中止あり

朝一のゲレンデを参加者だけで独り占め！参加者は一般営業前の長坂ゴンドラリフトで山頂駅へ

誰も滑っていないゲレンデにシュプールを刻む事ができるお得なイベント！

※滑走コースは主にスカイラインコース等の中上級コースとなります。

※参加費無料。リフト券は各自でご準備ください。

◆ にこにこ冬まつり　お客様感謝祭！！　①



■ スキースクール祭（スキー・スノーボード半日無料レッスン）　②

2021年2月15日（月）

お客様への感謝の気持ちを込めて常設スキー・スノーボード半日無料講習！

日影スキースクール　8：30～9：30に申込（先着30名様予約不可）

■ 春休みファミリーパックキャンペーン

2021年3月1日（月）～3月28日（日）

親子１日券A （大人１枚＋中学生以下小人１枚）8,100円→6,500円

親子1日券B （大人１枚＋中学生以下小人２枚） 11,000円→8,850円

■ 朝いちシュプールを描け！　③

2021年3月1日（月）  長坂センタ-ハウス1階集合7：40　　※悪天候により中止あり

朝一のゲレンデを参加者だけで独り占め！参加者は一般営業前の長坂ゴンドラリフトで山頂駅へ

誰も滑っていないゲレンデにシュプールを刻む事ができるお得なイベント！

※滑走コースは主にスカイラインコース等の中上級コースとなります。

※参加費無料。リフト券は各自でご準備ください。

■ スキースクール祭（スキー・スノーボード半日無料レッスン）　③

2021年3月1日（月）

お客様への感謝の気持ちを込めて常設スキー・スノーボード半日無料講習！

日影スキースクール　8：30～9：30に申込（先着30名様予約不可）

■ 冬の灯明夜まつり

2021年3月6日（土）　日影ゲレンデ 19:00～

灯明とゲレンデ花火、松明滑走など幻想的な光の世界。

昼間とはまったく違う夜のスキー場をお楽しみ下さい。

■ ホワイトデー！チョコレートフォンデューサービス

2021年3月14日(日）　日影ゲレンデ　10：30～

野沢温泉スキー場のゲレンデで甘いひとときをお過ごしください

甘～いチョコレートをプレゼント！　※男性も可（数量限定）

■ 野沢温泉カップスキー・スノーボード大会

2021年3月13日（土）～14日（日）

楽しく競技を体験するも良し、ガチで争っても良し！

野沢温泉のお宿にお泊りのお客様であればどなたでも参加可能。

豪華景品が当たる抽選会もあり！

＊はと車カップジャイアントスラローム大会

ポールを滑り速さを競うレースは誰もが憧れるスポーツ。

その競技スキーを気軽に体験、誰もが参加できるお客様スキー大会

※要事前申込み　お問合せ：野沢温泉観光協会　TEL：0269-85-3155

＊ディアヴァイセラウシュ大会

　 決められたルートに沿って山麓のゴールを目指す！

山頂からいっきに滑り下りる爽快感が魅力！

※要事前申込み　お問合せ：野沢温泉観光協会　TEL：0269-85-3155



2021年3月20日（土) 　大湯通り　19：00～

振る舞い汁や道祖神太鼓の演奏、豪華景品がもらえるじゃんけん大会も開催！

■ ナスキーと雪上運動会！

2021年3月21日（日）　日影ゲレンデ（キッズパーク）　 9：00～

家族で楽しめるそりレースや雪玉入れなどの雪上競技で競う運動会！

お子様(３～12歳）と保護者の２人１組でエントリー！（先着１００組）

※要事前申込み

■ 春山まつり

2021年3月 27日（土）　やまびこゲレンデ　10：00～

雪穴掘り大会は女性１名を含んだ３人１組でエントリー！（先着１５組）

※当日９：３０から申込受付

■ まだまだ滑れる！春山サービス期間

2021年3月29日（月）～5月9日（日）

リフト料金特別割引

１日券　大人5,200円→4,100円、小人2,900円→2,300円、シニア4,200円→3,300円

■ 2020/21ニューモデルスキー スノーボード試乗会

2021年4月9日（金）～11日（日）　やまびこゲレンデ

2022シーズンのニューモデルスキーやスノーボードを試乗できるチャンス！

参加費無料！

※運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を必ずお持ちください。（社員証不可）

■ ナイターゲレンデミニパーク（レール、ボックス）

ナイター営業日　長坂ゲレンデ　16：30～

ナイター営業をもっと楽しく！

気軽に誰でも体験できるボックス、レールを設置！

■ ナスキーと遊ぼう！

2021年1月2日（土）～3月28日（日）の毎週土・日曜日に開催　日影キッズパーク

日影ゲレンデのキッズパークにマスコットキャラクター“ナスキー”が登場！

ナスキーと一緒にキッズパークで楽しく遊ぼう！

ナスキーオリジナルグッズをゲットできるかも？

■ スキー子供の日

12月～3月　各第３日曜日

2020年12月20日（日）、2021年1月17日（日）、2月21日（日）、3月21日（日）　

こどもリフト1日券が無料！

野沢温泉スキー場では中学生までが無料対象！家族そろってスキー場へ出かけよう！

※チケットセンターにて無料リフト券の発行を受けてください。

● ナスキー号送迎

2020年12月19日(土)～2021年3月28日(日)　

スノーモービルの後ろに付いたナスキー号（ソリ）で長坂駅から日影キッズパークまでを送迎いたします。
リフトに乗れないお子様も安心して日影キッズパークへ遊びにいけます。
※ナスキー号はキッズパークへの送迎用の乗り物です。

リフト乗車、初級コース滑走可能なお客様は長坂トリプルリフトのご利用をお願いいたします。

※イベント内容につきましては状況・天候により変更する場合がございます。

その他のイベント　アクティビティなど

◆ にこにこ冬まつり　お客様感謝祭！！　②



■スキースクール　（日影インフォメーションセンター　85-2623）

　・営業期間 2020年12月19日（土）～2020年3月28日（日）

　・場　　　所 日影インフォメーションセンター１階

　・営業時間 8：30～17：00

☆レッスン時間及び料金

■常設スキー＆スノーボード教室

シーズン中、日影本校で毎日開催！！初めてスキー・スノーボードをされる方から上級者の方まで、
お客様の技術と目的にあわせたグループ分けをしてレッスンを行います。
また、目的に特化した集中レッスンをするアップグレードレッスンも継続開催。

※野沢温泉スキー場の広大で変化に富んだゲレンデ、コースを使ってのレッスンのため、常設教室は1日コースを
　 主体に開催となります。半日コースの開催についてはスキースクールにお問い合わせください。

※利用者1名の料金

◆常設スキークラス分け

クラス

初心

初級

中級

上級

■アップグレードレッスン（スキーのみ）

大回りをスピーディーに滑りたい、小回りが苦手で克服したい、コブをうまく滑りたいなどスキーヤーの
技術向上を目的に特化したスペシャル常設スキーレッスン。当日のゲレンデ状況で一番最適なクラスの開催を予定しております。

※日程はHPでお知らせいたしますが、天候・雪質によって開催出来ないこともございます。

※受講生のレベルによっては2クラス編成になることもございます。

※各クラス定員10名

■スノーボードスクール
○デビューサポートクラス（初心者クラス）！！
　 初めてスノーボードをされる方が対象のクラスです。１日２回午前の部にて開催！！

受付時間 料金
レッスン① 8：30～9：00
レッスン② 9：00～10：45

※午後も続けてレッスンを受けられる場合はステップアップレッスンをご利用下さい。

受付時間 レッスン時間

8:30～9：45 ①9：00～11：00　②10:00～12:00        ①12：15～14：15　②13：15～15：15

料　金 1日コース（4時間） 半日コース 備　考

常設スキー・スノーボード教室 5,500円 4,400円 中学生以上

アップグレードレッスン（スキーのみ） 6,600円 中学生以上

リフト券パック（初級コース以上） 9,200円 高校生以上

リフト券パック（アップグレードレッスン） 10,200円 高校生以上

初心者レッスンパック（1日券付） 8,200円 初心者のみ

料金 90分コース（AM） 90分コース（PM）

デビューサポートクラス 3,300円 - 初心者のみ

ステップアップクラス（PMのみ） - 3,300円 AMコースご入校の方は2,200円

対象レベル 内容

初めてスキーをする方・まだ止まれない方 スキーに慣れよう

斜面を八の字で滑れる・曲がれる 八の字からパラレルへ

足を八の字とパラレルの組み合わせで曲がれる 安定したパラレルスタンスへ

どんな斜面でもパラレルターンで滑れる（2級程度以上） 応用（雪質、斜面状況への対応、リズム変化など）

クラス 対象レベル 目標

エキスパート①
SAJ2級程度以上

（大体どこでも滑れる）
中急斜面で安定したポジショニング、

不整地への導入と対応力を身に付ける

エキスパート② SAJ1級以上
さらに洗練されたターンを目指す

（志向別のクラスあり）

レッスン時間
9：00～10：30

3,300円
11：00～12：30



○ステップアップクラス（初級）

午前中にデビューサポートクラスにてスノーボードデビューされた方、もしくはご自身で滑ってみたけれど、

不安のある方を対象にしたクラスです。　　ゲレンデを安全なスピードで滑れるようになりましょう!!　ターンにも挑戦!!

１日1回　午後の部にて開催！！

午後（PM）デビューサポートクラス(初心者班）の事前予約はできませんのでご了承ください。

受付時間 レッスン時間

◆常設スノーボードクラス分け

■グループ・プライベートレッスン（教師派遣）

個人や仲間で楽しくレベルアップしたい方や家族で楽しく滑りたい、ゲレンデ巡りをしたいというお客様、
お気に入りの先生を指名してプライベートやグループ、キッズプライベート、キッズグループとしてレッスン専属教師を派遣いたします。
お時間の無い方で少しだけレッスンを受けたい、1日じゃ足りない、もう少し習いたいという方に1時間コースを新設。
また、競技スキーコーチの派遣・英語対応可能教師の派遣も行なっております。

1日コース
（4時間）

1時間コース 2時間コース 1時間追加

24,200円 7,700円 17,600円 4,400円

22,000円 6,600円 15,400円 4,400円

29,700円 8,800円 19,800円 5,500円

22,000円 6,600円 15,400円 4,400円

11,000円 4,400円 6,600円

27,500円 9,900円 20,900円 5,500円

33,000円 13,200円 23,100円 6,600円

24,200円 - 17,600円 4,400円

29,700円 - 19,800円 5,500円

27,500円 - 20,900円 5,500円

27,500円 - 20,900円 5,500円

36,300円 - 26,400円 7,700円

※上記表示金額にはリフト代は含まれておりません。
※ご希望の講習開始時間・ご要望等はご予約時にお知らせください。
※指導員1名に対する料金
※シニアレッスンは60歳以上（運転免許証または健康保険など年齢がわかる証明書を提示）

◆ミニキッズプライベートレッスン　レッスン内容

料金 備　考

12：30～13：00 13：30～15：00
2,200円 午前中にデビューサポートクラスを受講された方
3,300円 新規の方

クラス 技術レベル 目標

初級
サイドスリップで左右に移動が出来る

片方のターンが少し曲がれる
緩斜面で連続したターンが出来る

中級（ミドルクラス） 緩斜面で連続ターンが出来る 中斜面で連続ターンが出来る

上級 中斜面以上で連続ターンが出来る
トータルスノーボーディング

スノーボードをより自在に操る技術を手に入れる

料　金 備　考

プライベートレッスン 受講生3名まで

ファミリーレッスン 1家族に限る

グループレッスン 受講生4名以上

シニアプライベートレッスン
60歳以上

受講生3名まで

3才、4才限定ミニキッズプライベートレッスン
受講生1名様
事前予約制

キッズプライベートレッスン
受講生2名様まで

5才以上

キッズグループレッスン
受講生3～5名様

5歳以上

クロスカントリープライベートレッスン（予約制） 受講生3名まで

クロスカントリーグループレッスン（予約制） 受講生4名以上

宮崎郁美スペシャルプライベートレッスン
受講生3名まで

指名料込み

宮崎郁美スペシャルファミリー
1家族に限る
指名料込み

宮崎郁美スペシャルグループレッスン
受講生4名以上

指名料込み

講師指名料（ナショナルデモは含まれません） 1,000円 1名に付き

※レッスン追加時間は2時間コース以上で1時間のみに限ります。（1時間追加×2コマは適応外になります）

クラス 技術レベル 対象レベル 内容・主なレッスンゲレンデ

ミニキッズ　レッド① 初めて 初めてスキーを体験する
キッズゲレンデでスキーを体験しましょう。

キッズエリア・上ノ平

ミニキッズ　レッド② 止まれない まだうまく止まれない
キッズゲレンデで止まれるようになりましょう。

キッズエリア・上ノ平

ミニキッズ　ブルー 止まれる 少し滑れてハの字で止まれる
緩い斜面でスイスイとハの字で曲がる
練習をしましょう。 キッズエリア・上ノ平



常設教室（グループレッスン）は、スキー（4歳～）・スノーボード（12歳～）それぞれの教室を開催します。
指導員派遣（プライベートレッスン）は、通常の2時間～5時間のコースとランチタイムのレッスンも対応。
より充実した内容で、ご利用のお客様に合わせたサービスをご提案いたします。

☆グループレッスン（English スキー・スノーボード教室）

※お申し込みのお客様をグループ分けしてレッスンを行います。利用者1名の料金

☆プライベートレッスン（教師派遣）

午前

午後

時間 料金(2時間) 24,000円

☆English バックカントリーツアーガイド

※Englishレッスン 専用受付窓口
ＴＥＬ.080-9083-2172   Ｍａｉｌ : nozawaskischool@gmail.com

■キッズスキー・スノーボードスクール

さらに充実したキッズゲレンデで、初めてのお子様もさまざまなアイテムを使ったコースを滑って楽しみながら
どんどん上達しちゃうキッズスクール！！滑れるようになったら野沢温泉の広大なゲレンデへレッツゴー！！
野沢温泉スキー場のさまざまなコースを安全に楽しく、そしてカッコ良く滑っちゃおう！！
午後の講習終了後には友達の輪が広がるソフトクリームが待っています！
講習終了後にスタンプカードを贈呈します。
キッズスキースクール入校1回に付き1個スタンプをプレゼント。入校回数でオリジナルグッズをプレゼント！！
（スタンプは1日コース入校のみとなります）
※野沢温泉キッズスクールは5才～小学6年生までのグループは5つのクラスに分けてレベル別に講習を行います。
　 尚、キッズスクールは1日コースを主体に開催となります。半日コースの開催についてはスキースクールに
　 お問い合わせください。

受付時間

8:30～9:45

※事前にリフト券を購入頂いた場合のリフト券割引はございません。

■英語レッスン

料　金 1日コース 半日コース

大人（15才以上） 14,000円
10,000円

子供（7～14才） 15,000円

幼児（3～6才※スキーのみ） 17,000円 11,000円

料　金 1日(5時間) 半日(2時間) 備　考

Englishプライベートレッスン 48,000円
24,000円

1グループ最大8名20,000円

ランチタイムレッスン 11：15～13：15

料　金 1日1名 備　考

プライベートバックカントリーツアーガイド 20,000円 　最少催行人員2名より

レッスン時間

10:00～12:00        13：15～15：30

対象年齢 1日コース 1日コース　（昼食付） 半日コース 備　考

キッズ

5歳
6,600円

（リフト代込み）
4,400円

（リフト代込み）

スキーのみ

小学1年生～　6年生
9,000円

（リフト代込み）
スキー・スノーボード



◆クラス分け

■スキー

クラス

ブラック

■スノーボード

クラス

レッド

レッド②

ブルー

グリーン

ブラック

ゴールド

★技術レベル認定システム
レッド～ブラックのクラスは、各クラスに設定された技術レベルに到達するごとに、レベルアップシールがもらえます。
ゴールドクラスを目指して全部のシールを集めてね！最上級のゴールドクラスの認定を受けたお子様には、野沢温泉
キッズスクール公認の認定証が発行されます。

技術レベル 対象レベル
内容

主なレッスンゲレンデ

レッド

初めて 初めてスキーを体験する
キッズゲレンデでスキーを体験しましょう。

キッズエリア

止まれない まだうまく止まれない
キッズゲレンデで止まれるようになりましょう。

キッズエリア

ブルー
（初級コース）
滑る・止まる

少し滑れてハの字で止まれる
緩い斜面でスイスイとハの字で曲がる

練習をしましょう。
キッズエリア～上ノ平

グリーン
（中級コース）
ハの字で滑る

曲れる

足は揃わないが、ハの字なら
スイスイ連続して曲がって滑れる

いろんな斜面を滑る中で足を揃える練習をしましょう。
パラダイス・林間・日影ゲレンデ

（上級コース）
・なんとなく足が揃う

・足を揃えて滑る

・足は揃わないが中斜面を自力で楽しんで
滑れる・足を揃えて中斜面を滑ることがで

きる

中・急斜面やロングコースを
安定して滑れるようになりましょう。
日影チャレンジ・やまびこ・ゲレンデ

ゴールド

（エキスパートコース）
カービングができる

足を揃えて中・急斜面を滑ることができる
（チャレンジコースなど）

スピードあるカービングターンと
小回り・コブをマスターできるかな！？

どこでも（不整地を含む）

趣向別クラス
ゴールドクラスに認定された中で

希望する場合
シーズン中に何度かポールクラス、コブクラス、検定

クラスを開催予定

対象レベル 目標

初めてスノーボードをする（初心者クラス） スノーボードに慣れよう

初めてではないが、サイドスリップ(横滑り）が出来ない 斜面を安全に下りる練習をする

自ら立って止まれる、緩い斜面でサイドスリップが出来る
サイドスリップでサイドスリップでスピード

コントロールや斜面を移動することを練習する

サイドスリップでスピードコントロールや斜面を
移動することが出来る

どんな斜面でも、安全に板を自らコントロール
して滑ることを練習する

緩中斜面をコントロールして滑ることが出来る
どんな斜面でも、ターンコントロールが

出来るように練習する

トータルスノーボーディング
　（※ゴールド認定者のみのクラスです）

様々な状況を楽しく安全に滑れる様に練習する

※キッズスノーボードは小学生以上となります
※レッド・ブルークラス中心の開校となる場合があります



■バッジテスト

◆スキー・スノーボードバッチテスト、プライズテスト

スノーボードは5級から1級までの級別テストが、スキーは5級から1級までの級別テストと、さらに高いレベルの
技術が要求されるプライズテストがあります。それぞれのレベル毎に技術の到達が設定されており、技術にあった
受検級を選択できます。バッチテストは日影本校で受付実施となります。

◆開催日程

・スキー 2021.　2/14（日）・3/7（日）・3/14（日）

・スノーボード 2021.　2/14（日）・3/10（水）・3/28（日）

・プライズ 2021.　2/21（日）・3/21（日）

※価格は税込

受検料 公認料

5,500円 7,000円

5,500円 5,000円

4,400円 3,000円

3,300円 2,200円

4,400円 1,800円

4,400円 1,300円

4,400円 1,100円

受検料 公認料

4,400円 3,000円

5,500円 3,000円

3,300円 1,400円

3,300円 1,300円

3,300円 1,200円

※受検の前に

スキーバッチテストは、1級には2級の合格証が、テクニカルプライズには1級の合格証が、クラウンプライズ

にはテクニカルプライズの合格証がそれぞれ必要になります。テクニカル・クラウンプライズはSAJ会員証の

提示が必要です。また、SAJ規定により、プライズテスト受検者は受検年度中、2単位4時間の事前講習の修

了が、また1級受検者は受検年度中に1単位2時間の事前講習の修了が義務付けられています。テクニカル・

クラウンプライズの事前講習は検定日の前日、1級の事前講習は検定日の午前中に行います。

受検対象年齢制限はありません。

■バッジテストクリニック

バッジテスト合格を目指すスキーバッジテスト特化型の直前キャンプ。

スキーの基本から実践まで、検定コースを滑りながらバッジテスト合格のための最高の滑りを目指すキャンプです！！

クリニック、事前講習、受験料セットのパック料金を導入！お得です！

★レッスン内容
・合格のために必ずおさえておきたい基本・応用スキー技術の紹介とトレーニング
・合格のための実践トレーニング

★コース

①1級合格を目指すコース

②2級合格を目指すコース

[BK-1]　バッジテストクリニック1 2021.2/13（土）

[BK-2]　バッジテストクリニック2 2021.3/6（土）

[BK-3]　バッジテストクリニック3 2021.3/13（土）

受付時間 8:30～9:45
レッスン時間 10：00～12:00  13:15～15:15
パック料金 1級　14,000円（クリニック代、事前講習代、受験料）

2級　13,000円（クリニック代、事前講習代、受験料）
1日　7,000円（クリニックのみ）

申込受付時間 8:30～9：45

スキー 時間 事前講習

クラウン 10:00～12:00
15：15～15：15

5,500円

テクニカル 5,500円

1級
13:15～15:15 4,400円

2級

3級

10:00～12:00
講習内
検定

4級

5級

スノーボード 時　　間 事前講習

1級 13:15～15:15 4,400円

2級

10:00～12:00
講習内
検定

3級

4級

5級



■スペシャルキャンプ

デモクラスの指導員がオリジナリティーあふれるレッスンを丁寧にわかり易くおこないます。

●スキーキャンプ（基礎）

■ シーズンインベーシックキャンプ

  [S-1]  シーズンインベーシックキャンプ 2020.12/19（土）～20（日） 2日間 定員：20名程度

★シーズン初めの大切なベースを作るためのスペシャルレッスン。
　低速でのスキー操作の確認と動かし方、ポジション確認をして、個々にシーズンの目標設定をおこないます。
　基本動作から正確におこなえるように個々に合わせた課題をお伝えします。
　なんとなく出来るから意識して出来るように、スキーヤー自身が理解出来るように設定いたします。

[S-2] プライズスペシャル① 2021.1/16（土）～17（日 2日間 定員：16名程度

[S-3] プライズスペシャル② 2021.2/13（土）～14（日 2日間 定員：20名程度

[S-4] プライズスペシャル③ 2020.3/13（土）～14（日 2日間 定員：20名程度

★プライズテストに役立つ技術力を身に付けます。プライズテストに向けていち早く課題を見つけて攻略しましょう！

[S-5] GWファイナルコブキャンプ 2021.5/1（土）～5/2（日 2日間 定員：16名程度

★これで最後！シーズンの締めはコブ！
　春は上達の絶好のチャンス！基本の確認から応用まで、来シーズンにつながるコブのトレーニングキャンプ！
　安全に楽しくゆっくりと、コブでの身体の使い方、スキーの動かし方の技術習得を目指します！

受付時間 8:30～9:30
集合場所 日影本校前 3/29（月）長坂ゴンドラやまびこ駅前

レッスン時間 9：30～12:00  13:15～15:15
料　　金 2日コース　15,000円　（基本2日コースの募集を優先になりますが、1日コースも受け付けております）

1日コース8,000円　

■片桐貴司スペシャルキャンプ

元ナショナルデモンストレーター、野沢温泉スキースクール副校長、片桐貴司によるスペシャルレッスン。

丁寧でわかりやすいレッスンの中で独自の練習方法をおこない、レベルアップを図ります！！

   [SK-1] ショートレンジスペシャル 2021.2/11（祝）　2021.2/231日間 定員：8名程度

★小回りに必要なスキートップからテールの使い方と斜面に応じたポジショニングで自由自在。

　 [SK-2] プライズスペシャル① 2021.2/27（土）～2/28（日）2日間 定員：8名程度

★プライズテスト前のスペシャル事前キャンプ。検定バーンを使用して合格に必要なスキルをマスターしましょう！

　 [SK-3] コブスペシャル① 2021.4月 2日間 定員：8名程度

★春スキーはコブ。コブの苦手な方、1ランクアップを目指す方、春だから出来る基礎からしっかりと滑りましょう！

　 [SK-4] コブスペシャル② 2021.4月 2日間 定員：8名程度

★春スキーはコブ。コブの苦手な方、1ランクアップを目指す方、春だから出来る基礎からしっかりと滑りましょう！

受付時間 8:30～9:30
集合場所 日影本校前 4/2（月）～ 長坂ゴンドラやまびこ駅前

レッスン時間 9：30～12:00  13:15～15:15 ビデオ講習付き
料　　金 2日コース　15,000円　（基本2日コースの募集を優先になりますが、1日コースも受け付けております）

1日コース8,000円　
[SK-2]　事前講習希望の方はプラス1,000円
1日コース　9,000円（事前講習付き）

■森鉄平スペシャルキャンプ

元SAJデモンストレーター、現役の全日本スキー技術選選手の森鉄平が丁寧にわかり易くレッスン致します！

個性豊かな感性と確かなスキー技術を皆様のレベルアップをサポート致します。

　 [SM-1] 小回り・コブスペシャル 2021.1/9土）～10（日） 2日間 定員：8名程度

★小回り・コブ斜面に必要なスキートップからテールの使い方と斜面に応じたポジショニングで自由自在。

　 [SM-2] プライズスペシャル① 2021.2/6（土）～7（日） 2日間 定員：8名程度

★プライズテストに役立つ技術力を身に付けます。プライズテストに向けていち早く課題を見つけて攻略しましょう！

受付時間 8:30～9:30
集合場所 日影本校前

レッスン時間 9：30～12:00  13:15～15:15
料　　金 2日コース　15,000円　（基本2日コースの募集を優先になりますが、1日コースも受け付けております）

1日コース8,000円　



■シニア向け対策キャンプ

★シニアスキーヤーにお勧めなキャンプ。広大な野沢温泉スキー場で無理なく滑走できるように優しくレッスン致します。

受付時間 8:30～9:30
集合場所 日影本校前

レッスン時間 9：30～12:00  13:15～15:15
料　　金 2日コース　13,000円　（基本2日コースの募集を優先になりますが、1日コースも受け付けております）

1日コース7,000円　

●スノーボードキャンプ

◇チャレンジキャンプ

中・上級者を対象にスペシャルキャンプを開催

ワンランク上の滑りを得たい方におススメ！

野沢温泉スキースクールが誇る個性あふれる指導員レッスンを行います！！

■キッズキャンプ

キッズスノーボードスクールでブラック・ゴールドレベルのお子様を対象にキッズキャンプを開催！！

キャンプメンバーと共にスノーボード技術の深さに触れることの出来るキャンプです。

新たなアプローチで、レベルアップを目指します！！

■宮崎郁美キャンプ 「GEM LAND 」 1月～5月までシーズン中5回開催（予定）

全日本スノーボード技術選手権において史上最多優勝記録を持つデモンストレーター宮崎郁美のスペシャルキャンプ。

広大な野沢温泉スキー場のゲレンデを生かし、様々なシュチエーションを滑りながら技術レクチャーをするスタイルが

人気のキャンプ。滑り終わった後には、ビデオクリニックやカフェタイム（自由参加）がありその日のうちにキャンプ内容を

振り返れるのも嬉しい。

[SI-]～　キャンプスタイル　　 定員：10名 募集対象　中斜面でスピードコントロールして滑れる。

★カービングターンなどのターンテクニックを中心に滑走力を根本からレベルアップ！！
　カービングに挑戦したい方からライセンス取得を目指す方、バックカントリーに挑戦したい方まで幅広く募集しています。
　サポートスタッフのケアがあります。始めての方や、技術的に不安な方も安心してご参加いただけます。

[SI-]～　セッションスタイルレッスン　　 定員：8名 募集対象　中斜面でスピードコントロールして滑れる。

★一緒に滑りながら技術向上のヒントを探したい！スピード感やテクニックを間近に感じたいという方にオススメです。
グルーミングバーンに限らず、パウダーやナチュラルバーンにも挑戦しながらレベルアップを目指します。

受付時間 8:30～9:30
集合場所 日影ゲレンデ　スクール集合看板

レッスン時間 9：30～12:00  13:00～15:00
15：15～　ビデオクリニック（カフェタイム）希望者
1日コース8,000円　

●レーシングキャンプ（アルペン）

■アルペンレーシングキャンプ

元SAJナショナルチームアルペンコーチの北村健がメインコーチを担当するシーズンを通したアルペンキャンプ。

フリースキーから段階を経てゲートトレーニングへ、難易度の高いコースでの正確な技術習得、コースの攻略方法を

各回段階的にトレーニングします。各回、有名ゲストコーチの参加も予定し、見逃せない内容が盛り沢山!!　

今シーズンもレベルアップは野沢温泉で決まり!!

　[A-1]　シーズンインキャンプⅠ　3日間 2021.1/6(水）～1/8（金） GS 対象者　オープン

★ゲート基本連練習と実践練習 カンダハー東コース
テーマ：　正確な技術の習得（ラインド取り・足場作り）

　[A-2] シーズンインキャンプⅡ　4日間 2021.1/9(土）～1/11（月） GS 対象者　オープン

★戦術の組み立て・実践練習  カンダハー東及び西コース
テーマ：　起伏・斜面変化への対応

　[A-3]　スプリングキャンプ　3日間 2021.3/26(金）～3/28（日） GS 対象者　オープン

★ウェーブの攻略方法と基本技術の見直し カンダハー東コース
テーマ：　起伏・斜面変化への対応　基本技術の確認

☆　ゲストコーチとして川端絵美氏、ゲスト選手を予定。メインコーチ　北村健



受付時間 8:30～9:15

集合場所 カンダハーコース

レッスン時間 9：30～11：30a 13:00～15:00 催行人数 各10名以上

料　金 1日単位の参加　7,000円 3日間コース 19,000円

2日間コース 13,000円 4日間コース 25,000円

※安全確保を最優先しますのでゲレンデ条件や天候・雪質などにより参加人数を制限する場合がございます。

　 また、定員となり次第締め切らせていただきます。

ワンポイントプライベートレッスン（クロスカントリー）

■クロスカントリーレッスン

初めての方から競技者まで、クロスカントリー専門スタッフが指導する、お得な少人数レッスン！！
自分のテーマに沿った短時間レッスンでレベルアップ間違いなし！技術向上を目指すあなたにピッタリの期間限定のレッスンです！
開催期間は後日HPでお知らせします。

受付時間　9:00～15：00
お申し込み受付　野沢温泉スキースクール
料金　1時間　1名　2,550円
人数　1～3名程度
※必ず事前予約をお願いします。また、状況によっては開催できない場合もあります。
コーチ派遣、歩くスキーガイド派遣もいたします。詳細はスキースクールへお問い合わせください。

■スノーシューツアー

澄み切った空気の中であなたもトレッキングを楽しんでみませんか？広大な自然の中で、ゲレンデスキー

では気が付かない景色や発見が必ずあるはず。スキーはちょっと…という方もそうでない方も、子供から

お年寄りまでみんなが楽しめるスノーシューを履いて白銀の世界へ飛び出そう！！

・開催日程 2021/1/下旬～3/下旬
・積雪の状況により変更となる場合があります。
最小催行人数　　2名


料金　6,500円（リフト代、スノーシューレンタル含む）
持ち物　昼食、飲み物、多少の悪天候に対応できるよう雨具・防寒服等

用　具　
ストック、シューズをご用意下さい。シューズは雪対応（深雪の中を歩きます）のものであれば装着可能です。
※家族や友達だけのグループで行きたいといった方や思いっきり自然の山を満喫したいという方のために
「ガイド派遣」も行っております。詳細につきましてはスキースクールまでお問合せ下さい。
お申し込み
2日前までにWebまたは電話にてお申し込み下さい。参加料は当日受付でのお支払となります。


■バックカントリーツアー （スキー・スノーボード）

野沢温泉スキースクールが提案するスノースポーツの原点、バックカントリーツアー。一人でも多くのスキーヤー
に、自然の山の厳しさ、そして楽しさを知っていただきながら感動を分かち合いたいという気持ちから野沢温泉
スキースクールでは、バックカントリーガイドツアーを行っています。

野沢温泉スキースクールバックカントリーツアーの特徴

①地元の山・地形・自然を熟知したスタッフによる、スキースクールの最大の目的である、
　「安全で楽しいスキー」を実現。
②一人でも多くの人に大自然の素晴らしさを体験してもらえるように、バックカントリーに必須
　アイテムであるビーコン・プローブ・ショベルのレンタル代金を含んでます。
③ツアー代金にリフト・ゴンドラ・ランチ等など基本的なすべての工程が含まれています。
　（コースによっては温泉代金も含まれています。）
④雪深い北信野沢温泉ならではの縦走ツアーやピストンツアーをご用意。
⑤催行予定日以外でも仲間が集まれば自由にお問合せください。（最低催行人員4名、最高12名まで）

※必要な装備品やタイムスケジュールなどはfacebookやWEBを参考にしてください。
　ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
※ツアー予定および予約状況は常に変動します。お申込み・お問合せ・最新情報などはWEB・ＦＢをぜひご確認ください。

WEB: http://www.nozawaski.com/school/
FB: https://www.facebook.com/nozawabc



●ツアーコース概要

★水尾山　ピストンツアー

野沢温泉のお酒といえば「水尾」。この水尾の源である清らかな水を作り上げている「水尾山」周辺を滑走するツアーです。
滑走技術　★★★★☆
スキー、スノーボードともに少なくとも上級者の滑走技術レベルが必要です。
登坂体力　★★★★☆
行程中の登坂時間・距離・横移動が適度にあります。さらに深雪時には体力を必要とします。
滑走距離を楽しむというよりも山を楽しむという要素が非常に高いことをあらかじめご理解ください。
料金　13,000円
料金に含まれるもの　ツアー代金・リフト・ゴンドラ代金・オリジナルランチ・振る舞い酒

★馬曲温泉　縦走ツアー

千曲川を望む大パノラマを満喫しながら沢地形あり、オープンバーンあり、原生林あり、ツアーの締めは
馬曲温泉に入浴する贅沢な縦走ツアーです。
滑走技術　★★★★☆
スキー、スノーボードともに少なくとも上級者の滑走技術レベルが必要です。
登坂体力　★★★★☆
行程中の登坂時間・距離・横移動が適度にあります。さらに深雪時には体力を必要とします。
料金　15,000円
料金に含まれるもの　ツアー代金・リフト・ゴンドラ代金・オリジナルランチ・馬曲温泉入浴料
※上記以外で別途戻り代金2,000円をご用意ください。

★東大滝エリア　縦走ツアー

スキー場から雪原を越え、丘、山を越え、越後のパノラマを堪能しんながら尾根をたどり、東大滝集落への縦走スキーツアー。
豊富な地形変化の斜面での滑走を楽しみます。
滑走技術　★★★★☆
スキー、スノーボードともに少なくとも上級者の滑走技術レベルが必要です。
登坂体力　★★★☆☆
行程中の登坂時間・距離とも少なめですが、深雪時には体力を必要とします。
料金　14,000円
料金に含まれるもの　ツアー代金・リフト・ゴンドラ代金・オリジナルランチ
※上記以外で別途戻り代金2,000円をご用意ください。

★大次郎山エリア　ピストンツアー

野沢温泉スキー場最高地点から大次郎山方面に向かい、滑走に適した斜面を見つけながら大自然を満喫します。
ブナの大木と滑走に適した斜面を皆様をお待ちしております。
滑走技術　★★★★☆
非圧雪経験が豊富でBC経験者もしくはそれ同等の滑走技術レベルが必要です。
登坂体力　★★★★★
行程中の登坂高度と滑走高度はほぼ同等。さらに深雪時には体力を必要とし、非圧雪経験が豊富もしくはBC経験者におすすめ。
料金　12,000円
料金に含まれるもの　ツアー代金・リフト・ゴンドラ代金・オリジナルランチ

★北野温泉エリア　縦走ツアー

山の稜線を野沢から秋山郷方面（極野集落）へ。稜線からの苗場山、そして越後の大パノラマを堪能し、
目的地は秘湯北野温泉。最後は北野温泉に入浴する贅沢な縦走ツアー。
滑走技術　★★★★☆
距離が長く、スキー・スノーボードともに少なくとも上級者の滑走技術レベルが必要です。
登坂体力　★★★★★（横移動含）
行程中の登坂時間・距離・横移動が適度にあります。さらに深雪時には体力を必要とします。
料金　16,000円
料金に含まれるもの　ツアー代金・リフト・ゴンドラ代金・オリジナルランチ
※上記以外で別途戻り代金2,000円をご用意ください。

★親子BC体験ツアー

中上級レベルのファミリースキーヤーを対象に、未成年の子供さんでも気軽に参加できる親子体験バックカントリーツアー。

ツアーを通して、ゲレンデとは一味もふた味も違う斜面と風景を堪能しながら、管理されたゲレンデとは大きく違う環境下で
自然の中での安全のための行動原則などを体験します。
滑走技術　★★★★☆
登坂体力　★★☆☆☆
スキー場の中級斜面を一人で自由に滑走できる技術レベルと体力が必要になります。
料金　大人12,000円　小人7,000円
料金に含まれるもの　ツアー代金・リフト・ゴンドラ代金・オリジナルランチ
※必ず一人以上の保護者同伴でお願いいたします。



●申込み


・完全予約制　最低催行人員に達した時点でツアー催行決定。（ツアー催行・不催行の決定は1週間前）

・WEBからの専用申込フォームのみでの申込受付。 http://www.nozawaski.com/school/


・必要な装備品やタイムスケジュール等の詳細はWEBで告知。

●お願い事項

全てのお客様へ

・天候や降雪量等の自然条件によって、ガイドが予告なく当日にコースを変更することがありますことをご了承いただいた

　うえでお申し込みください。その場合にツアー不参加の希望をされてもツアー代金の払い戻しはお答えできませんので

　ご理解とご協力をお願いいたします。（ツアーがキャンセルの場合はこの限りではありません）

・基本的に登坂具必須になります。各自でスキーシールもしくはスノーシューをご用意ください。

　春などの特定の時期によっては登坂具不要の場合もありますので、基本的には各自ご用意ください。

　（スクールではスノーシューレンタルを1,000円で行っております）

・バックカントリーは新雪、深雪、湿雪、クラスト等、雪質は千変万化であり、その時によって要求される技術レベルは

　変わります。上級レベルでも、自由自在に滑れるという保障ではありません。雪質によっては転倒ばかりしてまったく

　滑れないということが多い場合もあります。ご自身の技術を過信することなく参加へのご判断をお願い致します。

　尚、バックカントリーに出る前に技術的に難しいとガイドが判断した場合は参加を中断していただく場合がございますので
　ご了承ください。

●スノーボーダーのお客様へ

全コースともトラバース・斜度の緩い林道等を利用しますので、そのような場所での移動技術が必要になります。
緩斜面での移動にはストック・スノーシューが便利です。ご持参をお勧めいたします。



☆ジップ・スカイライド

■営業期間　：　2020年12月5日（土）～2021年5月9日（日）　 ※【定休日】木曜日
　　　　　　　　 12/31、2/11、4/29は営業

■営業時間　：　9：30～16：00 TEL.0269-85-2623 http://www.nozawaonsen.co.jp
 

◇ジップ・スカイライド
おとな こども

2,000円 1,200円

1,400円 800円

1,400円 800円

1,100円 600円
※当日有効の1日リフト券をお持ちの方はお得にご利用いただけます。（日券割引料金対応）

※中学生以下こども料金（小学生は保護者の同伴が必要です）　

※利用できる方：小学生以上で体重25ｋｇ～110ｋｇ

※2回目以降料金は同日2回目以降ご利用の方が対象です。混雑状況によりご利用いただけない場合がございます。

※ご利用の際に利用申込誓約書の提出が必要になります。 （ご利用者が18歳未満の場合は保護者の署名が必要となります。）

■予約受付時間（１時間単位での予約受付になります。）
午前の部 9：30～ 10：30～ 11：30～

午後の部 13：30～ 14：30～ 15：30～

※ご利用の際はインターネットまたはお電話での事前予約をお勧めします。
　

○ご予約申し込みの注意事項

1. ご予約は、朝9時30分から各回60分毎、最終15時30分のライドスケジュールでの受付になります。

2. ライドスケジュール各回のご利用人数は、予約日により異なり、1回にご利用いただける人数には上限があります。
　

   （2レーン営業日は最大40名、1レーン営業日は最大20名）予約可能人数については、予約カレンダーにてご確認下さい。

3. 当日のお申し込み、10名を超える団体でのご予約は、お電話又は、受付カウンターにて直接ご確認下さい。

4. 予約システムからのご予約が確認出来次第、予約完了メールを配信いたします。この予約完了メールをもって予約

　 受付が完了となります。予約完了メールが届かない場合、ご予約が出来ていない可能性がありますのでご注意ください。

　 予約申し込み後、2日を過ぎても予約完了メールが届かない場合はお手数ですが お電話にてご確認下さい。

5. ご予約を申し込む前に、再度ジップ・スカイライドの利用規約をご確認いただき、お申し込みください。


　 ご予約時間の変更やキャンセルの場合は、お電話にてご連絡ください。

   キャンセルの場合、下記キャンセル料が発生いたしますので、予めご了承ください。

    利用日の前日・・・利用料金の20％　　利用日当日・・・利用料金の50％

6. ご利用当日は、ご予約時間の30分前には受付をお済ませいただきますようお願いいたします。

☆ジップ・スカイライド利用上の注意

1. 妊婦の方、飲酒されている方、薬物を使用されている方はご利用いただけません。また、体調のすぐれない方、

   医師から運動を制限されている方、自らの身体を支えることができない方もご利用いただけません。

2. 落下する恐れのある着衣類・履物・装飾品・携帯品は着用・持参して参加できません。

　 また、 安全管理上、落下防止アイテムがない場合は搭乗中にご持参のカメラ・携帯電話などで撮影することはできません。

3. 施設内でルールを守らない場合は重大事故になる可能性がありますので、必ずスタッフの指示に従ってください。

　 安全管理上、スタッフが危険と判断した場合はご利用を中止していただく場合があります。また、守っていただけない

　 場合の事故等につきましては一切の責任を負いかねます。

4. 施設内での盗難・紛失・破損につきましては一切の責任を負いかねます。

5. 18歳未満の方は必ず利用申込誓約書に保護者の署名が必要になります。また、小学生のお子様には保護者の

　 同伴が必要です。

TEL.0269-85-2623 / FAX.0269-85-3616
http://www.nozawaonsen.co.jp

券種

1回券（ﾘﾌﾄ代含む）

2回以降料金（ﾘﾌﾄ含む）

ﾘﾌﾄ日券割引 1回券

ﾘﾌﾄ日券割引2回以降



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

関西医学部ｽｷｰ大会（パラ4）

八大戦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

京都府スキー大会（ｶﾝﾀﾞﾊｰ） 大阪府スキー大会 野沢少年（AL） SAN強化合宿

SL GS SL ﾘﾚｰ 東京都強化合宿 TCM GS SL

八大戦 千葉県スキー大会（ｶﾝﾀﾞﾊｰ）

TR GS SL ﾘﾚｰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

全国中学校スキー大会 関東ユース大会 東芝スキー大会 高校選抜ノルディック種目 ＮＨＫ

TCM SL GS 開会式

プライズ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

全関西学生スキー大会 大阪高等学校スキー新人大会（ｶﾝﾀﾞﾊｰ）

野沢少年(CC/JP) TR TR TR SL GS ﾘﾚｰ

CC CF 本庄市（日影）

お客様大会 プライズ 千葉県新人大会（ｶﾝﾀﾞﾊｰ）

TR GS SL ﾘﾚｰ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

神奈川県スキー大会（会場未定） NEWモデル試乗会

FIS野沢温泉カップ

GS GS SL SL ロシニョールカップ(日影・やまびこB)

3

4

２０２０～２０２１　カレンダー（案）

2020/10/15現在

12

1

2



２０２０／２０２１シーズン 主なスキー大会・行事一覧 会　　場 問い合わせ先

●第29回関西医学部対抗スキー選手権大会 2020年12月28日 (月) 公開トレーニング（ﾊﾟﾗ4）

参加人数　約130名 12月29日 (火) 大回転（ﾊﾟﾗ4）

12月30日 (水) 回転（ﾊﾟﾗ4）

●第６０回国立九大学スキー選手権大会 2020年12月28日 (月) 開会式（憩いの館）

参加人数　約170名 12月29日 (火) 距離フリー（南原）

12月30日 (水) 大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

10/1現在、競技日程未定（調整中） 12月31日 (木) 距離クラシカル（南原）

2021年1月1日 (金) 回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、純・複合飛躍ＴＲ（向林）

1月2日 (木) 純飛躍、複合飛躍（向林）、複合距離（南原）

1月3日 (金) 距離リレー（南原）・閉会式（憩いの館）

●２０２１年京都府選手権大会（スラローム） 2021年1月3日 (日) 選手会（スパリーナ）

●第７２回京都府高等学校スキー選手権大会 1月4日 (月) 男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、開会式・選手会（スパリーナ）

●第７２回京都府中学校スキー選手権大会 1月5日 (火) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、男女距離ｸﾗｼｶﾙ（南原）

参加人数　約100名 1月6日 (水) 男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、男女距離リレー（南原）

1月7日 (木) 男女距離フリー（南原）　※高校のみ

●大阪府スキー連盟大会 2021年1月9日 (土) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、開会式（憩いの館）

　　　（国体予選・選手権・マスターズ） 1月10日 (日) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、男女距離（南原）

1月11日 (月) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、男女距離（南原）

●第７３回千葉県高等学校総合体育大会スキー大会 2021年1月11日 (月) 公式練習（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、開会式・選手会

1月12日 (火) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、男女距離ｸﾗｼｶﾙ（南原）

1月13日 (水) 男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、男女距離フリー（南原）

1月14日 (木) 男女距離リレー（南原）、閉会式

●SAJ公認 第５７回野沢温泉少年スキー大会 2021年1月22日 (金) チームキャプテンミーティング

　　［SAJB級ポイントレース（GS）］ 1月23日 (木) 中学生男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

1月24日 (金) 中学生男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

●第５８回全国中学校スキー大会 2021年2月2日 (火) 開会式（スパリーナ）

2月3日 (水) 純飛躍（向林）、距離クラシカル（南原）、男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

2月4日 (木) 複合飛躍・距離（向林・南原）、距離ﾌﾘｰ（南原）、男子大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

2月5日 (金) 女子大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、距離リレー（南原）・閉会式（スパリーナ

●２０２１関東ユーススキー大会 2021年2月12日 (金) 開会式、TCM（スパリーナ）

　　［SAJB級ポイントレース（SL、GS）］ 2月13日 (土) 男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

2月14日 (日) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

●長野県教職員スキー・スノーボード大会（仮予定） 2021年2月20日 (土) 大回転競技（長坂ゲレンデ）

　 長野県教職員スキー・スノーボード講習会 講習会（スキー場）

●第６２回東芝スキー競技大会（仮予定） 2021年2月19日 (金) 開会式

参加人数　約２００名　　　 2月20日 (土) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、男女個人距離（南原）

2月21日 (日) 男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）、距離リレー（南原）

●第３３回全国高等学校選抜スキー大会 2021年2月23日 (火) ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ公式練習（向林）、開会式

（ノルディック種目） 2月24日 (水) 男女距離クラシカル（南原）、ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ（向林）

2月25日 (木) 男女距離フリー（南原）、ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ（向林、南原）

2月26日 (金) 男女距離スプリント（南原）、閉会式

●SAN公認 NHK長野杯長野県小学生アルペン選手権大会 2021年2月28日 (日) 小学生男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰｺｰｽ）

　　［県内小学生のアルペン大会］

●第９1回全関西学生スキー選手権大会 2021年3月5日 (金) 男女大回転、男女距離ｸﾗｼｶﾙ、飛躍公式練習、開会式（スパリーナ）

3月6日 (土) 男女大回転、純飛躍、複合飛躍①、複合ｸﾛｽ①

3月7日 (日) 男女回転、男女距離ﾌﾘｰ、複合飛躍②、複合ｸﾛｽ②

3月8日 (月) 男女回転、男女距離ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

3月9日 (火) 男女距離リレー、閉会式（スパリーナ）

●はとぐるまカップ　　 2021年3月13日 (土) 前夜祭

・お客様のための雪上大運動会 3月14日 (日) Der weisse rausch、ＧＳＬ大会

●SAN公認　第５７回野沢温泉少年スキー大会 2021年3月14日 (日) 小学生・中学生（南原ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ）

　　［小・中学生クロスカントリー種目］

●SAN公認　第５７回野沢温泉少年スキー大会 2021年3月14日 (日) 野沢温泉シャンツェ

　　［小・中学生ジャンプ種目］ 小学生（ｽﾓｰﾙﾋﾙ K=25）　　中学生(ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ K=55）

●大阪府高等学校スキー新人大会 2021年3月25日 (木) 男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰorﾊﾟﾗ4）・男女距離ﾌﾘｰ（南原）

　（3/22～24 事前練習会） 3月26日 (金) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰorﾊﾟﾗ4）・男女距離ｸﾗｼｶﾙ（南原）

3月27日 (土) 男女距離リレー（南原）

●千葉県高等学校新人スキー大会 2021年3月27日 (土) 公式練習、開会式・選手会

3月28日 (日) 男女大回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰorﾊﾟﾗ4）、男女距離ｸﾗｼｶﾙ（南原）

3月29日 (月) 男女回転（ｶﾝﾀﾞﾊｰorﾊﾟﾗ4）、男女距離フリー（南原）

3月30日 (火) 男女距離リレー（南原）、閉会式

●第１９回チャレンジＣＵＰ第２戦　野沢大会 4月3日 (土) 男女回転

　（神奈川県スキー大会） 4月4日 (日) 男女大回転

●２０２１　ＦＩＳ　野沢温泉カップ 2021年4月5日 (月) 男女大回転（やまびこＡコース）

　　［アルペン種目のＦＩＳポイントレース］ 4月6日 (火) 男女大回転（やまびこＡコース）

4月7日 (水) 男女回転（やまびこＡコース）

4月8日 (木) 男女回転（やまびこＡコース）

●２０２１　グループ・ロシニョールスプリングカップ 2021年4月10日 (土) レーシングキャンプ、DEMOキャンプ、試乗会（日影orやまびこＢ）

4月11日 (日) 男女大回転、DEMOキャンプ、試乗会（日影orやまびこＢ）
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