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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
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情報発信会 長野会場

冬スポ‼︎ ウィンタースポーツフェスタ

宣伝活動報告
【マスコミ情報発信会】

電波を通して野沢温泉の誘客への協力をお願いしま

村及び(株)野沢温泉、観光協会の3団体が中心と
なり、スキーシーズンを控えた11月中旬に、長野、
東京、大阪の3都市で野沢温泉の情報発信のための
｢野沢温泉情報発信会｣を開催しました。

した。
【全国各地で宣伝活動実施】
秋から冬にかけて村・(株)野沢温泉・野沢温泉ス
ポーツサービス(株)・商工会・旅館組合そして観光

昨年同様、コロナの影響で例年通りの形では開催

協会で分担をして、全国各地で開催されるスポーツ

は難しく、規模を縮小し、今回も報道の皆様を中心

イベントやスポーツショップ店頭において野沢温泉

に声掛けをさせていただき、人数も例年の半分ほど

の宣伝活動を行っています。

に、タイトルも「野沢温泉 情報発信会」として、
情報をお伝えしました。

トの配布やリフト券が当たる抽選会などを行いまし

今年の情報として、長坂センターハウス完成等の
情報などを伝えながら、メディアの皆さんに紙面や
お問い合わせ

野沢温泉観光協会

各会場では野沢温泉のブースを設置し、パンフレ

☎0269-85-3155

た。中には、野沢温泉に宿泊の予約を入れたお客様
にリフト券が当たり、大喜びする姿も見られました。
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横山タカ子先生料理教室
12月8日(木)にＪＡながのみゆき地区観光振興協
議会主催の料理教室が戸狩トピアホールで開催され、
野沢温泉支部から6名が参加されました。
昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止と
なった為、2年ぶりの開催となりました。
今回のテーマは『民宿のある日の夕食』で教えて
いただきました。さつまいもおこわや大根の重ね蒸
し、豆乳湯豆腐等の料理を教えてくださいました。
先生の話を皆さん熱心にメモを取ったり、質問をし
ておりました。
ＪＡながのみゆき地区観光振興協議会では、協議
会独自の宿泊プランや料理講習会の実施、各種研修
会等を行っておりますので皆様のご入会をお待ちし
ております。

第59回全国中学校スキー大会受入宿説明会開催
令和4年1月29日より受け入れが始まる、全中の宿
舎説明会を行いました。
開催要項の説明や感染症対策、昨年直前での中止決
定の反省を踏まえ今年度の対策などを説明しました。
全国より選手団が来村しますが、選手団はPCR検

外国人観光客の宿泊数調査へのご協力お願い
観光協会では本年も皆様にご協力をいただき、夏
期・冬期別に外国人観光客の入込数の調査を行いま

査やワクチン接種証明書を提出の上、大会参加しま
す。不安がある方もいらっしゃるかと存じますが、
あたたかく受入をしていただきます様お願い申し上
げます。

す。お手数ですが、別紙の案内をよくお読みいただ

宿泊期間：令和4年1月29日～2月3日

き、ご協力いただきますようお願いを申しあげます。

大会期間：令和4年2月1日～2月4日

この調査を行うことにより、外国人観光客の受け入
れにあたっての、今後の対策に繋げたいと考えてお
ります。
なお、報告いただきました数値につきましては、
宿名等、個人が特定されることの無いよう慎重に取
り扱いをさせていただきます。
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ターミナル運営について
観光協会では、この冬も新田ターミナル及び中央

◆中央ターミナル◆

ターミナルの管理・運営を行います。

営業時間／午前6時～午後9時
※バス専用の発着所として運営します。（駐車は

営業期間／令和3年12月18日(土)から

中尾駐車場をご案内ください）

令和4年3月27日(日)

≪降車≫バスからお客様を降ろす際は、予約不要
で無料です

◆新田ターミナル(新田立体駐車場屋上部分)◆

≪乗車≫バスにお客様を乗せる際は、予約が必要

営業時間／午前10時30分～午後6時

で1台につき1,000円いただきます。（駐

※普通車の日帰り駐車場として運営します。

車に中尾駐車場をご利用の場合は、中尾

※日を跨ぐ駐車は出来ませんので、宿泊者のお

駐車場の領収書提示で無料となります）

車をご案内する際は、新田立体駐車場または

※乗降ともに30分以内のご利用でお願いします。

横落駐車場をご案内ください。

※乗車予約は観光協会までお願いします。料金

※原則、バスの発着は受け付けません。

は現地で精算となりますが、観光協会におい
て事前支払も受け付けています。

観光案内所の冬期営業時間＜令和 3 年 12 月 18 日(土)～令和 4 年 3 月 27 日(日)＞
◆横落観光案内所◆

◆中尾案内所

実施業務／観光案内，宿泊案内，リフト券販売

実施業務／観光案内，リフト券販売

営業時間／午前8時30分から午後5時30分

営業時間／午前7時30分から午後3時

リフト券販売時間／

リフト券販売時間／午前7時30分から午後3時

月～木

午前8時30分から午後5時

※各支払い、タウンマップや集印帳の販売は行い

金土日 及び 祝日とその前日

ません。ご希望の方は横落観光案内所へお越し

午前7時30分から午後5時

ください。

※7:30～8:30はお電話を頂いても出られません

（中尾案内所はバス停の待合室も兼ねており、6時～
21時まで解放しています。お客様へご案内ください）

長野行直通バス運行とバス停変更のお知らせ
昨シーズン同様、アルピコ交通・長電バス
の共同運行による長野駅行直通バスが1日2往

野沢温泉ライナー

復運行されます。お客様へご案内ください。
運行期間／令和3年12月18日(土)～

長電バス 飯山行

令和4年3月27日(日)
料金／大人1,500円
長野駅 発
野沢温泉 着
野沢温泉 発
長野駅 着

小人750円
7:50

真
湯

長電バス
京都･大阪･神戸 行

14:05

▼

▼

9:10
9:40

15:25
15:55

▼

▼

11:00

17:15

中
央
タ
ー
ミ
ナ
ル

新

中

前

田

尾

坂

アルピコ交通 長野行
※冬期は長電バスのバス停も中央ターミナルになります。
朝日屋旅館様前ではありませんのでご注意ください。
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施設利用割引券について

観光情報誌 広告主募集

観光協会では、役場観光産業課が作成した｢施設

ただいま観光情報誌「野沢温泉これいっさつ」

利用割引券｣をご用意しています。割引券ではふる

(2022年4月発行予定)の広告主を追加募集していま

さとの湯・野沢温泉スパリーナ・おぼろ月夜の館・

す。昨年リニューアルし、設置施設からたびたび補

日本スキー博物館の４施設が割引価格でご利用頂け

充の依頼が来るなど、お客様が手に取りやすいもの

ます。お客様へのご活用をお願いいたします。

になっています。宣伝活動に出かけることが難しい

尚、割引券のご利用に際しては、宿泊施設・商店
のスタンプを押印ください。

コロナ禍の中、観光集客ツールとして役立てていた
だけます様、ご検討をお願いします。

今後のイベント
◆野沢温泉スポーツ公園 冬期営業◆
○ジップスカイライド

◆野沢温泉スキー場でサンタを探そう！◆
令和3年12月24日(金)・25日(土) 午前10時～

【営業期間】※毎週木曜定休
令和3年11月27日(土)～令和4年5月8日(日)
【営業時間】

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！！サンタクロースを見つけてプレゼントを

午前9時～午後4時

貰おう！☆

【料金】
大人1回1,400円 小人1回800円
（リフト券をお持ちでない場合
大人1回2,000円 小人1回1,200円）

◆大晦日ナイター＆カウントダウン花火◆
令和3年12月31日(金) 午後4時30分～
長坂ゲレンデのナイターを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！

◆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！◆
令和3年11月1日(月)～令和4年2月28日(月)
期間中に野沢温泉スキー場公式Instagramをフォ

◆明けましておめでとう！樽酒サービス◆
令和4年1月1日(土) 午前11時～ 上ノ平ゲレンデ
2022年元旦はゲレンデで樽酒の振舞いサービス

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

◆参加無料!ナスキーとソリレース!!◆
令和4年1月2日(日) 午後1時30分～
日影ゲレンデキッズパーク

◆野沢温泉スキー場初滑りサービス期間◆
令和3年11月27日(土)～12月17日(金)
リフト券料金特別割引
1日券
2日券
3日券
4時間券
おとな
3,800円 7,000円 10,200円 3,200円
こども
2,100円 3,900円 5,700円 1,800円
シニア
3,000円 5,500円 8,000円 2,500円

どなたでも参加可能！参加費無料！
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！
◆大湯通りイベント お客様感謝祭◆
令和4年1月8日(土) 午後7時～

◆野沢温泉スキー場オープニングフェスティバル◆

振る舞い汁や道祖神太鼓の

令和3年12月18日(土) 午前11時～

演奏、豪華景品がもらえる

やまびこゲレンデ

「くじ引き」も開催！

ナスキーとのじゃんけん大会も開催！

