
5月～11月 10：00～18：00
12月～4月 10：00～17：00
（ラストオーダーは30分前）

■定 休 日
■電 　 話
■場 　 所

元旦を除き年中無休
025-783-3770
道の駅 南魚沼内（四季味わい館となり）

■営業時間
025-783-4895

■拝観時間 １２月～４月中旬   １０：００～１５：３０
　　　　　　　　　　　　　　 （受付は終了３０分前まで）
■休 館 日 原則年中無休　■拝 観 料 ３００円
■駐 車 場 大型バス４台　普通車４０台駐車可

■拝観時間 １２月～４月中旬   １０：００～１５：３０
　　　　　　　　　　　　　　 （受付は終了３０分前まで）
■休 館 日 原則年中無休　■拝 観 料 ３００円
■駐 車 場 大型バス４台　普通車４０台駐車可

!

TEL 025-782-1191 TEL 025-782-0303

http://www.chateau-shiozawa.co.jp/
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石打丸山スキー場
コースが充実！三山共通（石打丸山・GALA湯沢・湯沢
高原）でも楽しめる、ビッグゲレンデのスキー場です。
[コース・ゲレンデ数：23]

<オープン予定日> 12月21日（水）

【問】石打丸山スキー場　025-783-5571
http://www.ishiuchi.or.jp/
石打丸山観光協会　025-783-2523
http://www.ishiuchi-web.com/

【交】　塩沢石打ICより約5分
越後湯沢駅よりシャトルバス約10分

Nキッズ

石打花岡スキー場
スノースクートが全面ＯＫ！
ファミリーやキッズに人気でプライベート感覚の
ゲレンデです。
[コース・ゲレンデ数：４]

<オープン予定日> 12月28日（水）

【問】石打花岡観光協会　025-783-4895
http://hanaoka.ishiuchi.jp/

【交】　塩沢石打ICより約５分

キッズ

Mt.グランビュースキー場
平日は貸切イベント可能！！自由度の高い穴場的な
スキー場です。
[コース・ゲレンデ数：５]

<オープン予定日> 12月24日（土）

【問】Mt.グランビュースキー場　025-783-2633
http://park20.wakwak.com/~mt.granview/

【交】　塩沢石打ICより約7分

舞子スノーリゾート
コース・ゲレンデ数は市内一の２６コース。最長滑走
距離は6,000ｍ！ロングコースが楽しめるスノーリ
ゾートです。
[コース・ゲレンデ数：26]

<オープン予定日> 12月10日（土）

【問】舞子スノーリゾート　025-783-4100
http://www.maiko-resort.com/

舞子観光協会　025-783-2953
http://maiko-kyoukai.com/

【交】　塩沢石打ICより約1分／　越後湯沢駅よりシャトルバス約20分
21・22

キッズ N

スキ
ー子供の日

毎月
第3日曜日

子どもの日には
　スキー場へGo!!

南魚沼市内の各スキー場で子供も喜ぶ、楽しいイベントたくさんやってるよ！　　

六日町八海山スキー場
山頂からの5,500ｍロングコースとパウダース
ノーが魅力のスキー場です。快晴の日にはロープ
ウェー山頂駅から北アルプスや日本海までの大パ
ノラマを楽しむ事ができます。

[コース・ゲレンデ数：15]

<オープン予定日> 12月17日（土）

【問】六日町八海山スキー場　　025-775-3311
http://ski.princehotels.co.jp/hakkaisan/
六日町観光協会　025-770-1173
http://www.muikamachi.jp/

【交】　六日町ICより約20分／大和SICより約25分
キッズ

欠之上クロスカントリーコース
地元の小中学校の子供達が、課外授業や大会などで利用する全
日本スキー連盟の公認コースです。県外からは、合宿や一般の
方も利用されています。

<オープン予定日> 12月17日（土）

[コース：2ｋｍ・3ｋｍ・5ｋｍ]

【問】欠之上クロスカントリーハウス　025-773-6108
ディスポート南魚沼　025-773-6620（閉場時）　
http://www.6bun.jp/disport/

【交】　六日町ICより約10分

N

五日町スキー場
今冬、高原ゲレンデを大改修し、理想のコースがで
き上がりました。スノーボードはナイター時のみ、
限定ゲレンデで楽しめます。

[コース・ゲレンデ数：8]

<オープン予定日> 12月23日（金）

【問】五日町スキー場　025-776-2132
http://www.itsukamachi.jp/
六日町観光協会　025-770-1173
http://www.muikamachi.jp/

【交】　六日町IC・大和SICよりそれぞれ約10分
N

火曜日・木曜日は
ナイター営業日です。
※1/10（火）～3/23（木）

詳しくは各スキー場ホームページをご覧ください。

・モービル体験
・雪上バナナボート

土・日・祝限定

■ 魚沼基幹病院  ・・・・・・・・・・・・・

■ ゆきあかり診療所（道の駅南魚沼内） ・・

■ 南魚沼市民病院 ・・・・・・・・・・・・

もしもの事故でも、ご安心ください！
025（777）3200

025（788）0760

025（788）1222

■ 齋藤記念病院 ・・・・・・・・・

■ 湯沢町保健医療センター ・・

消防本部テレホンガイド ・・・・

025（773）5111

025（780）6543

025（782）1991

手ぶらで来ても楽しめる！充実の品揃えで各スキー場がお出迎えします。
ワンランク上の滑りを体験しよう！

＜レンタルショップ＞

上越国際スキー場
４つのゾーンに分かれ、バラエティ豊かなコース
が魅力！雪のゆうえんちやキッズ向けスクールも
大人気！週末にはイベントも開催！
[コース・ゲレンデ数：22]

<オープン予定日> 12月３日（土）

【問】上越国際スキー場 　025-782-1028
http://www.jkokusai.co.jp/
上越国際観光協会　025-782-0400
http://jkokusai.jp/

【交】　塩沢石打ICより約7分
上越線「上越国際スキー場前駅」より徒歩0分

キッズ N

八海山麓スキー場
スラローム専用のコースなど様々なコースで、　
初心者から上級者までが楽しめるスキー場です。
[コース・ゲレンデ数：6]

<オープン予定日> 12月24日（土）

【問】八海山麓スキー場　025-779-3103
http://hakkai36.com/
大和観光協会025-777-3054
http://www.yamatokankou.jp/

【交】　六日町ICより約30分／大和SICより約5分

ムイカスノーリゾート
幅広ゲレンデで、滑りやすさが人気のファミリー
向けのスキー場です。山の上からの雪景色も絶景
です！
[コース・ゲレンデ数：12]

<オープン予定日> 12月16日（金）

【問】ムイカスノーリゾート　025-773-3311
http://www.muikamachi.com/ski/
六日町観光協会　025-770-1173
http://www.muikamachi.jp/

【交】　六日町ICより約５分
六日町駅よりシャトルバス約１０分

21・22
キッズ

六日町スキーリゾートは
この冬より、ムイカスノーリゾート
として生まれ変わります。

シャトー塩沢スキー場
キッズや初心者の方にやさしい、広々とした緩斜面が
魅力の、アットホームなスキー場です。

[コース・ゲレンデ数：7]

<一本杉ゲレンデ オープン予定日> 12月23日（金）
<吉里ゲレンデ オープン予定日> 12月26日（月）

【問】シャトー塩沢スキー場　025-782-1191
http://www.chateau-shiozawa.co.jp/
シャトー塩沢観光協会
http://www.m-uonuma.jp/chateau/

【交】　塩沢石打・六日町ICよりそれぞれ約15分

キッズ

21・22

ナイター
雪マジ！

19
雪マジ！

20
スマイル
21・22

ちびっ子
ゲレンデ

キッズ
パーク 託児所

スノー
パーク

Nキッズ ※サービスご利用には会員登録（無料）が必要です。
　詳細は、https://majibu.jp/yukimaji19/pc/

※サービスご利用には会員登録（無料）が必要です。
　詳細は、https://www.smile-resort.com/smile21.php

19歳の
リフト券が無料 20歳の

リフト券が半額 21・22歳の
リフト券が 半額

20歳の
リフト券が 無料平

日

20才リフト
平日無料

みなみうおぬま
2016
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