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予定日
営業終了
4月3日

4月7日

スキー場

問合せ

湯沢高原スキー場＆布場エリア

784-3326

ルーデンススキー場

787-6201

一本杉スキー場

784-4440

湯沢中里スキー場

787-3301

中里スノーウッドスキー場

787-3511

湯沢パークスキー場

787-4111

岩原スキー場

787-3211

4/6・7（土・日）

中

里

予定日
4月7日
4 月 14 日
5月6日
5 月 26 日

スキー場

問合せ

苗場スキー場

789-4117

ＮＡＳＰＡスキーガーデン

780-6888

神立高原スキー場

784-3933

ＧＡＬＡ湯沢スキー場

785-6543

かぐらスキー場（田代ステーション）

789-3111

かぐらスキー場（みつまたステーション） 788-9221

ファイナルサービスデー（半日・1 日・2 日券購入者対象に来シーズンのリフト 1 日券プレゼント）

N A S P A

感謝祭無料レッスン

か

田代とん汁サービス

4/7（日）
ぐ

ら

4/13・14（土・日）

G A L A

テクニカルマッチ 2013

4/16（火）

G A L A

マスターズ CUP2013

4/27～5/6

G A L A

お客様感謝 WEEK

5/6（月・祝）

か

ぐ

ら

田代ファイナルイベント（田代ステーション）

5/26（日）

か

ぐ

ら

かぐらファイナルイベント（みつまたステーション）

苗場山・かぐら

スキーイベント

≪苗場山・かぐら ツアースキー＆ボード≫
苗場山麓、霧の塔山頂（1,993ｍ）から、かぐらゴンドラ山麓
駅までの標高差 1,036ｍ。雄大な自然スロープと、ブナ林の林
間コースの滑走が楽しめます。
【日】４月１日（月）～５月５日（日・祝）（除外日：４/１０～１５）
※天候などの都合により中止する場合があります。
【￥】日帰り７，０００円～／宿泊パック１３，０００円～
【時】８：４０集合 （前日 14:00 までに要予約）
【場】かぐらスキー場 みつまたロープウェー山麓駅
≪苗場山・かぐら ヘリスキー＆ボード≫
雄大な景色と超ロングクルージングに魅せられてリピーター
続出中！普段は行けないエリアへ、ヘリでひとっ飛び！
爽快感を存分に味わえます。
【日】４月１２日（金）～１４日（日）
【￥】日帰り１７，０００円（リフト券別）、宿泊パック２２，０００円～
【時】７：００～１０：００受付（事前要予約）
【場】かぐらスキー場 みつまたロープウェー山麓駅
【問】苗場かぐら観光協議会
（かぐら・みつまた観光協会内）Tel.025-788-9006

日帰り観光バス

「乗らっしゃい！こころ号」

大好評！見所いっぱい３時間のプチ観光日帰りバス♪地元ガイ
ドがご案内します。Ａ～Ｈコースの季節に合わせた８コースを
交代で運行。魚沼の自然を堪能しながら、文化や歴史に触れる
ミニ観光をお楽しみ下さい。
【日】４月２７日（土）～５月６日（月・祝）毎日運行。
５月１１日（土）～７月２２日（月）土日月運行。
【￥】大人１，５００円～２，７００円（税込）
こども ８００円～１，４００円（税込）
※詳細はお問合下さい。
【時】午前：９：３０出発／午後：１３：３０出発 （各１便）
【受付・チケット販売】雪国観光舎越後湯沢温泉
Tel.025-785-5353

湯沢中里

カタクリの里

カタクリの群生地を数年かけ整備しました。
圏内に約５００ｍのチップ敷き遊歩道で多数のカタクリが
観賞出来ます。
【日】４月下旬～５月中旬
【場】湯沢中里 穴平（ＪＲ越後中里駅 南 1.6 ㎞）
（中里スノーウッドスキー場奥の方）
【問】中里観光協会（平日 9:00～12:00）
Tel.025-787-3240

オッキーお絵かきコンテスト
各月末日に締め切り、その月ごとに優秀作品を選び商品をプレゼントします。皆さんの参加お待ちしています。
【日】４月２日（火）～１１月３０日（土）
【￥】参加無料
【場】オッキー展示ルーム２階受付
【問】電力ミュージアム オッキー
Tel.025-789-2728

森のピザ焼き体験＆ネイチャークラフト
≪森のピザ焼き体験≫
キャンプ場内のアウトドアピザ窯を使ってピザを焼きます。
薪とピザの材料、ピザ窯、道具一式は準備します。手ぶらで
おいで頂ければ、どなたでもご自分でピザを焼けます。お一人
様ピザ一枚ずつ食べられます。
※要予約。団体様は別途ご相談下さい。
【日】４月２７日（土）～１０月中旬
【￥】大人１，８００円、こども（4 歳～中学生）１，７００円
※１名料金・税込・キャンプ場入場料込
【時】１０：３０、１１：３０、１４：００ （各回２～６名様、約２０～６０分程）
【場】大源太キャニオンキャンプ場
【問】ＹＯＣ湯沢アウトドアセンター
Tel.025-787-6700
≪ネイチャークラフト 森の工作体験≫
大源太キャニオンのネイチャークラフトハウスで、大源太の自
然の恵み、どんぐり、松ぼっくりなどを使った小物の工作体験
ができます。小さなお子様は保護者の方同伴でお楽しみ頂けます。
【日】４月２７日（土）～１０月中旬までの毎日
【￥】一人５００円
【時】１０：００～１６：００
【場】大源太キャニオン駐車場クラフトハウス
（受付は管理棟又はお土産六角堂）
【問】大源太キャニオンキャンプ場
Tel.025-787-3536

エンゼル

イースターカーニバル＆ＧＷフェスタ

≪イースターカーニバル≫
花とタマゴとウサギの祭典！装飾によって館内が彩られます。
土曜日は縁日コーナーや宝探しイベントをオープン！（※4/20
以降を予定。
）
【日】４月１３日（土）～６月３０日（日） 【￥】参加無料
≪ＧＷフェスタ≫
屋外エリアに昨年から登場の「トレジャーシップスライダー」
がオープン！縁日・クラフトコーナーも期間中開催いたします。
【日】４月２７日（土）～５月６日（月・祝）の昼まで
【￥】チケット１０枚綴り １，０００円（100 ポイント）
【時】１０：００～１６：３０（屋外） ※６日は 12:00 まで
１７：００～２１：００（屋内・縁日） ※～5/5 まで
【場・問】エンゼルグランディア越後中里

Tel.025-787-2811

第４回 越後湯沢ユニバーサルウオーク
老若男女・国籍・地域・年齢・性別・障がいのあるなしに関係
なく参加でき、全ての人がそれぞれのペースやスタイルで自由
にウォーキングを楽しめる「ユニバーサルウォーキング」のコ
ンセプトを持った企画です。一般ウォーキングでもノルディッ
クウォーキングでも車椅子でも OK！新緑美しい湯沢の春を皆
で歩いて満喫しませんか？
≪１日目：１日≫
・川端康成 小説「雪国」ゆかりの地を歩くコース
≪２日目：２日≫
・残雪と新緑満喫コース
【日】６月１日（土）・２日（日） ※雨天決行。一日のみ参加可。
【￥】・大人（中学生以上）一般 事前２０００円 当日３０００円
・こども（小学生）一般
事前１０００円 当日１５００円
・障がいのある方（手帳所有者） 事前１０００円 当日１５００円
★湯沢町民限定の特別料金設定もあります★
【〆】５月２０日（月）消印有効
【問】越後湯沢ユニバーサルウオーク大会事務局
（湯沢町観光協会内）
Tel.025-785-5505

レルヒさんコスプレコンテスト
参加者の中から“最も”レルヒさんに
なりきっていた方、もしくはウコン色で
レルヒさんファンのアピールをしていた方
に豪華商品をプレゼント！
当日はレルヒさんも皆さんのなりきり具合
をチェック。多くのご参加をお待ちしてます♪

ＹＯＣ湯沢アウトドアセンター
ノルディックウォーク、カヤック体験、ネイチャーウォッチン
グ、トレッキングを中心に、ピザ焼き体験、マウンテンバイク
体験など、各種アウトドアプログラムをご用意しています。
今期は新たに「スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）
」の
体験コースも開始予定！それぞれの１日コースにはイタリア
ンレストラン「タヴェルナ・ヴィチーニ」特製ランチ付。
※要予約。詳細はＨＰまで。≪YOC 湯沢ｱｳﾄﾄﾞｱｾﾝﾀｰ≫で検索。
【日】４月２７日（土）～１１月初旬
【￥】プログラムにより異なります
【時】半日、１日プログラム各種あります
【場】湯沢町内各所（プログラムおよびコースによります）
【問】ＹＯＣ湯沢アウトドアセンター
Tel.025-787-6700

湯沢高原「春の雪まつり」
巨大雪だるまがおでむかえ♪雪遊びパーク、食のテント市、
エーデルワイスムジカンテン公演など。
【日】４月２７日（土）～５月６日（月・祝）
【￥】参加無料 ※ロープウェイ代別
【時】１０：００～１５：００
【場】湯沢高原アルプの里パノラマステーション前特設会場
【問】湯沢高原アルプの里
Tel.025-784-3326

第 2１回

花まつり・ゆざわ

飲食コーナー・花苗販売コーナー・ちびっこゲームコーナー・
ミス駒子などによる花鉢プレゼント他、桜の咲く公園で春を
満喫してください♪
【日】４月２９日（月・祝）
【時】１０：３０～１５：００
【場】湯沢中央公園（湯沢カルチャーセンター前）
【問】花まつり・ゆざわ実行委員会
（湯沢カルチャーセンター内）Tel.025-784-1511

NASPA ゴールデンウィークイベント
≪気分はピザ職人！ピザ焼き体験≫
【日】４月２７日（土）・２８日（日）、５月３日（金・祝）～５日（日・祝）
【￥】一枚１，８００円
【時】１１：３０～１３：００ ※12 時までにお越し下さい
≪チュービングスライダー≫
【日】４月２７日（土）～５月５日（日・祝）
【￥】５回券 ５００円
【時】９：３０～１６：００
※4/27･･･13:00～16:00、4/29･･･9:30～12:00
≪ＦＥＳＴＡ 演芸ホール≫
【日】４月２７日（土）・２８日（日）、５月３日（金・祝）～５日（日・祝）
【￥】無料
【時】4/27･28…20:00～20:30、5/3～5…20:30～21:00
【場・問】ＮＡＳＰＡニューオータニ

Tel.025-780-6333

春のホテルでいちご狩り＆
SATSUKI デザートビュッフェ
★当日温泉大浴場無料サービスもございます★
【日】４月１８日（木）
【￥】大人２，５００円 こども１，２００円
【時】１３：００～１５：００
【場】ＮＡＳＰＡニューオータニ ザ・メイン
ロビィ階 ガーデンラウンジ
【問】ＮＡＳＰＡニューオータニ
Tel.025-780-6333

苗場インディペンデンスボードウォーク キャンプ
森林散策バリアフリー「苗場ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ」の
補修・作成のボランティア作業をキャンプインで行います。
【日】①５月２５日（土）・２６日（日）
②６月２２日（土）・２３日（日）
③７月１３日（土）～１５日（月・祝）
【￥】参加無料（各開催日１週間前までに要連絡）
【場】苗場スキー場 火打第一ゲレンデ駐車場
【問】苗場観光協会内フジロックの森実行委員会 Tel.025-789-2121

ロープウェイ往復乗車券と越後湯沢駅周辺にあるケーキやまんじゅう、だんご等製造販売している６店の
中から３店のお好きなお菓子を食べ歩き出来るチケットがセットになったお得なめぐり券です♪
【日】４月１日（月）～通年
【￥】大人１，６００円 こども１，１００円 ★ロープウェイ往復乗車券（通常）大人 1,500 円・こども 800 円★
【問】雪国観光舎 越後湯沢温泉
Tel.025-785-5353

ｃｈ

地場の本物・新鮮手作り・真心価格。
地元住民と触れ合い、食文化・旅の楽
しさを再発見！
【日】５月３日～１０月２７日
までの毎週日曜日・祝祭日
【時】朝６：００～８：００
【場】湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」駐車場
※天候等の事情により中止となる場合があります。

トレッキング湯沢Ⅰ

※軽登山の用意が必要です。

６月上旬以降にお出かけ下さい。

渓谷の清流、ブナの原生林など楽しめるルートです。八木沢口、湯沢高原ロープウェイ口のどちらからでも
ＯＫですが、栄太郎峠までの登りはかなりハード！体力に自信がない方や、初心者、小さなお子様をお連れの
方は八木沢口からフィトンチッド広場までの往復コースがオススメです。

・お休処
・越後湯沢
・ＮＡＳＰＡ

ぶらり

石川遼記念館「リスの家 ＹＵＺＡＷＡ」
室内プール＆フィットネス

Tel.025-788-0712
Tel.025-784-3001
Tel.025-780-6888

・湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」

Tel.025-784-3965

・体験工房「大源太」

Tel.025-787-1121

・きり絵・関口コオミュージアム・湯沢（ホテルスポーリア湯沢内）

Tel.025-784-1112

・「かすみの間」文学資料館（雪国の宿 高半内）

Tel.025-784-3333

・湯沢なつかしお宝館（越後のお宿 いなもと内）

Tel.025-784-2251

・雪国アグリパーク 湯沢いちご村

Tel.025-780-6011

・電力ミュージアム「ＯＫＫＹ」

Tel.025-789-2728

日本最大級の揚水式水力発電所ＯＫＫＹ。発電所・ダムの見学無料。

・大源太キャニオンキャンプ場

Tel.025-787-3536（大源太キャニオン管理棟）

大自然の中でキャンプや日帰りバーベキュー、ピザ焼き体験が楽しめます。焼きたてパンや、パスタが楽しめるイタ
リアンレストラン「タヴェルナ・ヴィチーニ」
（4/13 予定～）※消雪の関係で、オープン日が遅れる場合あり。

・レンタサイクル

Tel.025-780-6888（ＮＡＳＰＡスキーガーデン）

9:00～17:00（最終受付 16:00）自転車に乗って、普段は体験する事の出来ない高原の風を体験しよう！

・湯沢高原ロープウェイ

Tel.025-784-3326

世界最大級 166 人乗りロープウェイは、アルプの里まで約７分でつなぎます。ゴーカート・チビッコカー（4/27 予定）、
ボブスレー・シャトルバス（７月中旬予定）、ジップラインアドベンチャー（6/1 予定～）

・湯沢中央公園

屋外スポーツ施設

Tel.025-787-3388（中央公園管理事務所）

テニスコート 24 面の他、サッカー・野球・陸上競技施設（第 4 種公認）。
9:00～21:30※日曜 8:00～17:00（7/13～8/31 は 21:30 まで）

・湯沢パーク

パターゴルフコース

Tel.025-787-4111

総天然芝の本格的パターゴルフコース。営業期間中無休。

・NASPA

人工芝テニスコート

Tel.025-780-6888

大自然に囲まれた贅沢な空間で、リゾートテニスをお楽しみ下さい。

・山鳥原公園

Tel.025-789-1666（山鳥原茶屋）

・フォレストアドベンチャー・湯沢中里

Tel.025-787-3301

専用のハーネスを着用し、森の木から木へ空中を移動していくアウトドアパークです。

・湯沢中里ゴルフ練習場

Tel.025-787-3301

300 ヤード打ち放し、21 打席。早朝から 17:00（日没）まで営業。

・湯沢東山フィッシングパーク

Tel.090-8437-5295

4/27～5/6 毎日、5/7～7/20 土日祝、7/21～8/25 毎日、8/26～10/14 土日祝、営業。

・湯沢フィッシングパーク

Tel.025-787-3911

・大源太湖貸しボート（３人乗り）

・湯沢パーク

Tel.025-787-3095（大源太山荘）

ゴールド越後湯沢カントリークラブ

Tel.025-787-4111

自然豊かな地に展開する 18 ホールの高原コース。期間中無休

・大川フィッシングパーク

Tel.025-789-3030

・湯沢中里ファミリーショートコース

Tel.025-787-3301

全長 857 ヤード・9 ホール・パー27 のアイアンコースです。

・レジャープール「オーロラ」（屋内プールのみ営業）

Tel.025-787-6600

6/1～7/7 土・日、7/16～19。屋内プールは 7/13～9/1 無休。

・マレットゴルフ

Tel.025-780-6888（ＮＡＳＰＡスキーガーデン）

・湯沢高原「アルプの里」ロックガーデン

Tel.025-784-3326

ヒマラヤの青いケシ、コマクサなど標高 1,000ｍに可憐に咲き誇る高山植物の宝庫。

・レジャープール「オーロラ」（屋外・屋内プール営業）

Tel.025-787-6600

7/13～15、7/20～9/1 の営業。

・湯沢パーク

バーベキューガーデン

Tel.025-787-4111

1,500 円より、期間中無休。

・ＧＡＬＡサマーパーク

Tel.025-785-6543

～9/29※毎週末及び 8/12～16 の毎日営業予定。
ｻﾏｰｹﾞﾚﾝﾃﾞによるスキー・スノーボード滑走、トレッキング、フィットネスプールや温泉など。

