
 

お問い合わせ  野沢温泉観光協会 ☎0269-85-3155 

社 是 

野沢温泉観光協会は、お客様と 

住民にとって健全な観光地創り 

をめざす 
第147号 

〒389-2502 野沢温泉村豊郷9780-4 ☎0269-85-3155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年9月6日(月) のざわな蕪四季會社の一番間

引き菜摘みを行いました。 

今年度、のざわな蕪四季會社では356名の蕪主のお

申込みがあり、蕪主特典として一番間引き菜を毎年

お送りしています。市場には出回らない採れたての

一番間引き菜を麻釜で茹でてからお送りしているの

で、毎年好評をいただいています。 

収穫作業は支部出役のみなさんと実行委員、総勢

43名で行いました。激しい雷雨の中での作業となり

ましたが、ご協力いただきましてありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は野沢菜の生育が良く豊作となり、十分な量

を蕪主の皆様へお届けすることができました。 

今年度も11月1日(月)に蕪主総会を行う予定で、前

日の10月31日(日)には上ノ平高原の散策を計画して

います。 

のざわな蕪四季會社の蕪主募集は毎年 4 月頃行っ

ています。野沢菜や野沢温泉が好きなお客様やご友

人の方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介をお願

いします。  

 のざわな蕪四季會社 一番間引き菜発送 
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 灯明飾り 

令和3年8月15日(日)午後7時から、そおゆ坂～湯澤

神社境内において『灯明飾り』を行いました。例年

実施していた『納涼盆踊り』が新型コロナウィルス

感染拡大の影響で中止となったため、代替えイベン

トとして実施いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ゴンドランチプラン～森のガイド付き～ 

「ゴンドラ乗車+森のガイド付きトレッキング+ラ

ンチ」がセットになったこのプランは、暑さが落ち

着いたこれから紅葉の季節にピッタリです。通常７，

０００円程の料金が６，０００円でご利用いただけ、

更にこのプランでのみゴンドラ内でのランチ中は

“周回乗車可能”と通常では味わえない特別なプラ

ンとなっています。 

NOZAWARIクーポンもご利用いただけますので、お

客様へのご案内をお願いいたします。 

ゴンドランチの様子の動画です↓ご覧ください。 

 

 

 

 

大々的な広報はしていなかったので、それほど多

くのお客様は訪れませんでしたが、お見えになった

方は、竹筒の手作り灯明の灯りにカメラを向け、し

ばし幻想的な雰囲気に浸っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～村民限定！！ゴンドランチ特別プランのご案内～ 

今回は特別にお客様へのご案内、周知も兼ねて皆

様向けに「村民ゴンドランチプラン」をご用意いた

しました。住んでいても野沢の森をよく知らない、

実は歩いたことが無いという方は多いと思います。

この機会にゴンドランチプランで地元の良さを体験

してみませんか？ご家族で、村外のご友人を誘って、

お気軽にお申し込みください。 

村民特別価格＝３，５００円 

※村民と分かる証明書を必ずお持ちください。 

ゴ ン ド ラ ＆ ラ ン チ 

 ゴンドランチプランロング ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=uz24y5PZUO8 
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【ＥＣサイトで購入】 

Ｑ. 4人家族ですが家族分まとめて買えますか？ 

Ａ. 一度に4人分を買うことはできません。全員メー

ルアドレスを持っていれば、お手数ですが、一

名ずつ購入してください。メールアドレスが無

い場合は購入できません。 

Ｑ. 支払いはクレジットカードだけですか？ 

Ａ. クレジットカードのみです。 

Ｑ. クレジットカードを持っていません。 

Ａ. 観光協会窓口で購入してください。 

【観光協会窓口で購入】 

Ｑ. 窓口で買うには何が必要ですか？ 

Ａ. 身分証明書(免許証、保険証等)をお持ちください。 

Ｑ. 窓口で購入の際、支払いにクレジットカードは

使えますか？ 

Ａ. 使えます。 

 

 

【共通】 

Ｑ. クーポンは何冊販売しますか？ 

Ａ. ECサイトで5,000冊、観光協会窓口で5,000

冊となっております。 

Ｑ. 一人何冊まで買えますか？ 

Ａ. キャンペーン期間中おひとり様2冊までです。 

Ｑ. 楽天などオンライン予約サイトで宿を予約

しましたが宿でクーポンは使えますか？ 

Ａ. 支払いが現地決済であれば、宿泊料金にク

ーポンを利用できます。 

Ｑ. 宿の飲み物代や売店で観光クーポンは利用

できますか？ 

Ａ. 観光クーポンは飲食店やお土産屋さんで利

用できます。 

Ｑ. クーポンはいつどこで受け取れますか？ 

Ａ. 9月1日より野沢温泉観光協会窓口でお受け

取りできます。来店時に注文番号と身分証

明書を窓口にお出しください。 

Ｑ. 購入後の払い戻し、返金はできますか？ 

Ａ. 出来ません。よくご確認の上、購入してく

ださい。 

Ｑ. 窓口購入の際、事前予約はできますか？ 

Ａ. 予約はできません。 

Ｑ. 誰でも買えますか？ 

Ａ. どなたでも購入できます。 

Ｑ. 当日でもクーポンは買えますか？ 

Ａ. クーポンの在庫があれば買えます。 

Ｑ. クーポンで支払い時におつりは出ますか？ 

Ａ. 出ません。 

 

◆施設の皆様へ ～クーポン精算について～◆ 

受け取ったクーポンの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 Ｑ＆Ａ 
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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 

 

 道祖神祭り御神木伐り出し見学とブナの森散策ツアー  

国の重要無形民俗文化財に指定され、毎年1月15日

には大勢の見物人で賑わう｢野沢温泉の道祖神祭り｣。

その道祖神社殿を造るための御神木を伐り出す作業

が10月2日、村内の厄年の男たちを中心に行われます。 

ガイドの説明付きの御神木伐

り出し見学に加え、美しい紅葉

のブナ林の散策とお昼には旬の

キノコ汁のサービスもあるツア

ーの参加者を募集します。 

開 催 日／令和3年10月2日(土) 

参 加 費／無料(昼食にキノコ汁を用意しますが、お

にぎりが必要な方は500円にてご用意します) 

行 程／7:30 新田ターミナル集合、バスにて上ノ

平高原へ移動＝8:30～10:00 御神木伐り出し

作業見学＝10:00～11:20 ブナ林トレッキン

グ＝11:30～12:30 昼食(キノコ汁付)＝12:30 

バスにて下山、新田ターミナルにて解散 

募集締切／令和3年9月23日(木) 

 

 

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9月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 

 

◇山野草フラワーガイドツアー◇ 

開 催 日／令和3年9月21日(火) 

開催時間／10:25 長坂ゴンドラやまびこ駅集合・ 

山野草フラワーガイドツアースタート 

～11:30 昼食～12:30 以降自由行動 

料 金／3,500円(往復乗車券･ガイド･ランチ費込) 

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 


