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野沢温泉観光協会は、お客様と 
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コース全長65㎞、累積標高差4,100㍍の山岳中心の

コースを、制限時間18時間で速さを競うトレイルラ

ンニング大会｢The 4100D マウンテントレイル in 

野沢温泉｣が7月23日(金)に開催されました。 

新型コロナウィルス感染拡大の影響で昨年は中止

となり、2年ぶりの開催となりました。 

緊急事態宣言の延長により参加を見合わせるなど、

当初エントリーよりは少なくなったようですが、他

のトレイル大会が中止されていた中での開催であっ

たため、例年より大幅に多い1,000人以上の選手がス

タートを切りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様よりご提供頂いた｢きゅうり｣は塩漬けにして

オリンピックスポーツパークに設けられたエイドス

テーションにて選手の皆様に提供し、大変喜んで頂

きました。ご協力誠にありがとうございました。  

 S-Mountain The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉 
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 稲城市南山農産物直売所で野沢温泉のPR 

JA観光振興協議会に加盟している13軒の宿の皆さ

んが、稲城市にある農産物直売所において野沢温泉

の旬の野菜や山菜などを中心に物品販売を行いなが

ら野沢温泉への誘客宣伝をしていただいております。 

新型コロナウイルスの影響で誘客宣伝が出来ない

中、緊急事態宣言が解除されている間の7月10日

(土)･11日(日)にPRに行ってきました。 

今回は夏野菜を中心に「きゅうり」や「ピーマン」、

「じゃがいも」は大変喜ばれ、完売するほどの人気

となっていました。 

稲城市と野沢温泉村は「あつまれ稲城っ子！野沢 

 野沢温泉中学校毛無山登山ガイド派遣 

7月19日(月)に野沢温泉中学校「1・2学年合同毛無

山登山」が行われました。 

毎年行っていた千葉県御宿町との交流会が中止と

なった為、代替として「地元にある自然の雄大さや

美しさ、生命の営みに触れ、心を豊かにする」等の

思いから赤滝登山が計画されました。当日は天候に

恵まれましたが、出発直前に登山道のトラブルによ

りルートが変更され、登りの赤滝コースと下りの風

ごうろコースが逆になる等のハプニングもありまし 

  

例年観光協会では、協会員の皆様にご協力をいた

だいて外国人観光客の入込数調査を実施し、集計と

分析を（株）エボン社へ委託しております。先日2020-

21シーズンにおける調査結果がまとまり、７月26日

に村内の各団体の皆様にお集まりいただいて「報告

会」と「意見交換会」を開催いたしました。 

なお、今回はアンケート調査を行っていないため参

集者を限定し、コロナ禍の中で迎える次シーズンへ

の意見交換がメインとなりました。時間内にまとめ

るのは難しい内容ではありましたが、どこかの国を

ターゲットにするのではなく、野沢温泉としての考

えをきちんと持ち、今ある観光資源をさらに磨いて、

世界中どの国の人であっても野沢温泉が好きな人を

増やしていくことが大切では、といった意見が出さ

れました。 

 

 

温泉塾」をきっかけに、友好都市として取組強化を

図っていますが、このような食を通した交流を進め

ることで、新たな展開が図れれば良いかと思います。 

参加していただいている宿の皆さんにはご苦労を

おかけしますが、稲城市民の皆さんとの橋渡し役と

して期待をしております。 

JA観光振興協議会では、四季を生かした通年観光

への取り組みや、地元農産物の利用と宣伝により、

魅力ある観光エリアづくりを目標に活動しておりま

す。随時会員を募集しておりますので、お問い合わ

せは観光協会までお願いします。 

 

 

たが、終了時には怪我人もなく毛無山登山は終了し

ました。 

終わりの会ではガイドリーダーの小嶋淳さんから

「今日通った道は野沢温泉の宝です、今日は案内し

てもらう側だったけど、将来はお客さんに案内をす

る側になって、またそれが続いていくと嬉しいです。」

等のお話をして頂き、生徒たちは真剣に聞いていま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長野県スキー大会週間選手受入について 

今シーズンの長野県スキー大会週間は野沢温泉で

開催されます。宿泊は各選手団から直接予約が入る

と思いますが、この大会期間中は以下の協定料金で

の受入をお願いいたします。 

適用期間／2022年1月17日(月)～22日(土)泊まで 

協定料金／１泊8,800円（消費税込・入湯税別） 

2020-21 シーズン外国人宿泊客数報告会・意見交換会開催 
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 野沢温泉自転車祭 SPECIALIZEDカップ 

グリーンシーズンにおける野沢温泉の資源を有効

活用し、更なる活性化の一つのコンテンツとして、

首記のイベントを開催いたします。概要を以下に示

しますので、お客様へのご案内をお願いいたします。 

期日／令和3年10月9日(土)・10日(日) 

❖ヒルクライム大会 

麓から山頂まで標高差800m、距離13㎞のレース 

 9日(土) 9:00 競技開始（～12:00予定） 

❖ロングダウンヒル大会 

標高差800m、距離約8㎞のトレイルとゲレンデを

下るレース 

 9日(土) 13:00 予選タイム計測 

10日(日) 12:30 競技開始（～14:00予定） 

大会公式サイト https://nozawa-cycle.jp/ 

 

 

 ゴンドランチプラン～森のガイド付き～ 

地元ガイドと共に上ノ平高原のブナの森を散策し

た後、長坂ゴンドラの専用キャビン内でランチをお

召し上がりいただけます。ランチはＡセット・Ｂセ

ットからお選びいただけます。ランチ中はゴンドラ

の周回乗車が可能。 

期間／令和3年8月17日(火)～10月31日(日) 

料金／おとな6,000円 こども5,000円＜中学生以下＞ 

❖Ａセット 

メイン：ハンバーガーまたはサンドウィッチ 

サイド：ポテト＆サラダ 

❖Ｂセット 

メイン：ピザまたはステーキライスまたはかつライス 

サイド：ポテトまたはサラダ 

お申込み https://nozawakanko.jp/gondlunch 

 

 

折り込みにてお知らせしている｢NOZAWARIク

ーポン｣について、詳細を記載します。 

◆形状◆ 

A4サイズの用紙 上3分の1に告知文(※)、

下3分の2に6枚のクーポンが付いています。

各クーポンは切り取って利用できます。 

（※裏面に利用可能な商店が記載されています） 

◆クーポンの色◆ 

\6000･･･赤，\1000･･･青，\500･･･緑 

◆精算◆ 

クーポン裏面に施設印を押して観光協会

までお持ちください。 

協会加盟施設･･･額面の金額を後日振込 

非加盟施設･･･10%の事務手数料を差し

引いた金額を後日振込 

毎月10日締め⇒15日支払い 

毎月25日締め⇒末日支払い 

 

最終受付：令和3年11月30日(火) 

  

 ～野沢温泉をお得に楽しむキャンペーン～ＮＯＺＡＷＡＲＩクーポンについて 

じてんしゃさい ゴ ン ド ラ ＆ ラ ン チ 
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長坂ゴンドラリフト 

運行期間 令和3年7月3日(土)～10月31日(日) 

運行時間 午前9時～午後4時(下り16:30) 

料 金 おとな <往復>2,500円 <片道>1,500円 

       こども <往復>1,500円 <片道>1,000円 

スタカ湖キャンプ場 

営業期間 令和3年7月3日(土)～10月31日(日) 

営業時間 午前8時30分～午後4時30分 

料 金 バンガロー 1泊7,000円 

       テントサイト 1泊2,500円 

上ノ平ピクニックガーデン 

多年草を中心とした様々な花が咲く自然豊かな

ガーデン、ウッドデッキやベンチがある｢木漏れ

日テラス｣で大自然を体感できます。 

キッチンセアボス 

営業期間 令和3年7月3日(土)～10月31日(日) 

営業時間 午前9時30分～午後4時 

営業内容 軽食･飲料･売店 

 

 灯明飾り 

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、お盆に予

定をしていました「納涼盆踊り」は中止とさせてい

ただきますが、代替えイベントとして、期間中に訪

れて頂いたお客様に夏の夜の野沢温泉を楽しんでい

ただくイベント「灯明飾り」を開催いたします。 

夕食後の散策に、ちょっと素敵な空間と体験をお

楽しみください。 

日時／令和3年8月14日(土)･15日(日) 19時～21時 

場所／そおゆ坂～湯澤神社境内 

 

 

サマーゲレンデ 

営業期間 令和3年6月19日(土)～11月7日(日) 

火･水･木定休 7/3～9/5は毎日営業 

運行時間 午前9時～午後4時 

料 金 おとな 1日3,600円 半日2,700円 

      こども 1日2,100円 半日1,600円 

      シニア 1日3,100円 半日2,400円 

ジップ・スカイライド 

営業期間 令和3年6月5日(土)～11月7日(日) 

※6/5～7/2の期間は土日のみ営業 

運行時間 午前9時～午後4時30分 

料 金 おとな 1回2,000円 

      こども 1回1,200円 

ナスキーパーク 

営業期間 令和3年6月5日(土)～11月7日(日) 

※6/5～7/2の期間は土日のみ営業 

営業時間 午前9時～午後4時30分 

料 金 500円 シーズンパス6,000円 

※料金はすべて税込 

 

 

◇ナイトゴンドラツアー◇ 

令和3年8月11日(水)～14日(土)，21日(土)，28日(土)，

9月4日(土)，11日(土)，18日(土)，19(日)，25日(土) 

運行時間／上り19:30～20:00 下り21:00～21:30 

料  金／大人3,000円 小人2,000円 

◇やまびこまつり◇ 

日時／令和3年8月13日(金)～15日(日) 10時～15時 

場所／(旧長坂ゴンドラやまびこ駅)キッチンセアボス前 

かき氷・綿あめ・くじ引きの屋台 

◇フラワーガイドツアー◇ 

8月24日(火) 山野草フラワーガイドツアー 

8月27日(金) ふれて･学んで･得する！ハーブガイドツアー 

詳細・ご予約は野沢温泉スキー場Webサイト、または 

(株)野沢温泉85-3166までお問合せください 

◇第9回 NOZAWA ONSEN RUN BIKE ナスキーカップ◇ 

日時／令和3年9月25日(土)【申込締切】9月17日(金) 

場所／野沢温泉スポーツ公園 

こども2歳～6歳まで、年齢別クラスでのレース 

 グリーンシーズン営業情報  

今後のイベント 


