


いまこそ密回避レジャー！

高原リゾートにでかけよう♪

 presents

キャンプやグランピングをはじめとする
高原アクティビティは、
いま注目の密回避レジャーです。
新潟県内に6施設の高原リゾートを運営する
スマイルリゾートでは、
みなさまのご来場を後押しする、懸賞企画を実施します！

応募締切

2022年
  6月30日（木）

抽選で

39組123名様
に当たる！

応募
要項

［応募条件］おひとり様1回限り
［応募期間］2022年5月10日（火）～6月30日（木）
［当選発表］賞品の発送をもってかえさせていただきます

応募はこちらから
https://www.smile-resort.com/campaign/prize.php

■特賞（グランピング賞）

■特賞（リゾートホテル賞）

「舞子グランピング」（ベルテント）宿泊ご招待券
1組2名様（1泊2食付き）

「キューピットバレイキャンプサイト」グランピングプランご招待券
1組2名様（1泊2食付き）

「舞子高原ホテル」宿泊ご招待券
1組2名様（1泊2食付き）

 スマイルリゾート  検  索

「むいか温泉ホテル（スーペリアルーム）」宿泊ご招待券  
1組2名様（1泊2食付き）

■舞子スノーリゾート賞

ディスクゴルフorグラウンド・ゴルフプレー券 10組20名様
■湯沢中里スノーリゾート賞 
フォレストアドベンチャーご招待券 5組10名様
ファミリーショートコースご招待券 5組10名様
■大源太キャニオンキャンプ場賞 
キャンプ場（区画使用料）ご招待券 5組（最大）25名様
■キューピットバレイキャンプサイト賞

キャンプ場（フリーサイト区画使用料）ご招待券 5組（最大）25名様
■ninoxお山のキャンプ場賞
キャンプ場（区画サイト入場料）ご招待券 5組（最大）25名様



住  新潟県南魚沼市舞子2056-108
 025-783-4100

車  関越道 塩沢石打ICから約2km
電  JR上越新幹線 越後湯沢駅から無料シャトルバス（要予約）で約20分
HP www.maiko-resort.com舞子スノーリゾート

南魚沼の夕景を眺めながらのアウトドアディ
ナーに、広々贅沢な滞在空間。さらには、舞
子高原ホテルの温泉＆モーニングブッフェを
堪能。リゾートホテルクオリティの〝舞子
流〞グランピングを満喫してみませんか？

舞子グランピング

魚沼平野を一望できる、天然芝の広々サイ
トは開放感たっぷり。隣接の舞子高原ホテ
ルの温泉大浴場は割引料金で利用可能。レ
ンタル用品も充実しているので、初心者や
女性グループにもそのお手軽感が人気。

必要な器具から食材まで、すべてがセット
になった準備や後片付けが不要な「手ぶら
BBQ」プラン。子供会や歓送迎会などにも
おすすめ。テント付きのウッドデッキだか
ら快適＆お手軽BBQが楽しめる。

グラマラス

キャンプ！ 舞子高原オートキャンプ場

BBQガーデン

天然芝で
 快適！

お手軽〜!
女子会にも

おすすめ!

営業期間

2022年4月23日（土）～10月22日（土）
営業時間

IN 14:00～／OUT ～10:00

定員

1サイト4名様まで。2名様以上から承ります
料金
大人　　　　　　　　　　　　 14,000円～
小学生　　　　　　　　　　　 10,500円～
3歳～未就学児　　　　　　　　 7,500円～
※ 1泊2食（夕食：グランピングサイト／朝食：舞子高原ホテル）・グラ
ンピング備品・温泉入浴料（タオル・入湯税含む）・ディスクゴ
ルフ＆グラウンド・ゴルフプレー料（各１回）・駐車料含む
※2歳以下無料

営業期間

2022年4月23日（土）～11月5日（土）
営業時間

IN 13:00～／OUT ～11:00

基本料金（サイト利用料＋人数分の入場料）
■サイト利用料
1サイト　　　   3,500円～（特定日4,500円～）
■入場料　　　  大人1,000円／小学生500円
※未就学児無料

※レンタル用テント・タープ・シュラフ・コンロ等あり
　数に限りがあるのでお早めにご予約ください

営業期間

2022年7月23日（土）～8月28日（日）
営業時間
16:30～20:30
（最終入場18:00／ラストオーダー20:00）
料金
大人　　　　　　　　　　　　　   4,800円
小学生　　　　　　　　　　　　   3,360円
3歳～未就学児　　　　　　　　　 2,400円
※2歳以下無料
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舞子スノーリゾート

舞子高原ホテル

舞子温泉 「飯士の湯」

豊かな緑、爽やかな風が吹き抜ける高原に佇
むリゾートホテル。広々とした客室に、癒
しの天然温泉、さらには魚沼の食材をふんだ
んに取り入れたブッフェ料理など、高原リ
ゾートを思う存分、堪能しよう。

低張性弱アルカリ性泉の単純温泉。広々と
した内湯のほか、開放感あふれるオープンジ
ャグジーやサウナまで完備。様々なアクティ
ビティを楽しんだ後は、ゆっくりリフレッシ
ュしよう！ 日帰り入浴も可能。

営業時間

IN 15:00～／OUT ～10:00

施設
客室62部屋／温泉大浴場＆露天風呂
カラオケ／ビリヤード／卓球／宴会場 他
料金
宿泊プランなど詳細はお問い合わせください

営業時間（日帰り入浴）

6:00～10:00／15:00～21:00

料金
大人1,200円／3歳～小学生700円
※2歳以下は保護者同伴で無料
※レンタルあり（フェイスタオル100円・バスタオル200円）
※入湯税含む

日帰り入浴も
 可能！

営業期間

2022年4月23日（土）～11月6日（日）
営業時間

9:00～16:00

料金
■ビギナーコースorレギュラーコース（9ホール）
大人800円／小学生600円
■ビギナーコース＋レギュラーコース（18ホール）
大人1,500円／小学生1,000円
■レギュラーコース＋エキスパートコース（18ホール）
大人2,000円／小学生1,400円
※未就学児無料　※用具レンタル代含む
※ホテル宿泊者割引あり

フライングディスクを使い、専用ゴールに何
投で投げ入れられるかを競うスポーツ。国内
最大級のスケールを堪能あれ！

ディスクゴルフパーク

JPDGA認定コースJPDGA認定コース

住  新潟県南魚沼市舞子2056-108
 025-783-3511

車  関越道 塩沢石打ICから約2km
電  JR上越新幹線 越後湯沢駅から
　 無料シャトルバス（要予約）で約20分
HP www.maiko-resort.com/hotel

営業期間

2022年4月23日（土）～11月6日（日）
営業時間

9:00～16:00

料金
4コース（32H） 大人800円／小学生600円
※未就学児無料　※用具レンタル代300円
※ホテル宿泊者割引あり

営業期間

2022年4月23日（土）～11月6日（日）
営業時間

9:00～16:00

料金
1名様　　　　  3時間3,000円／1日4,000円
※要予約　※フィールド付近に充電用電源あり

グラウンド・ゴルフコース
専用のクラブとボールで、ホールポストにホ
ールインするまでの打数を競う。シンプルな
ルールが好評を博している。

ドローンフィールド
長さ約300ｍ、幅約20～60ｍ、約1万㎡の
広大な敷地で、いま話題の〝ドローン〞を思う
存分、飛ばすことができる。

JGGA公認コース

 客室も温泉も

広々 ！

高原リゾートを遊ぼう♪
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湯沢中里ゴルフ練習場

専用のハーネスを着用し、湯沢中里の森を空
中移動！ 身長110cmからチャレンジできる
「キャノピーコース」、全長155ｍのジップスラ
イドが人気の「アドベンチャーコース」があり、
子供から大人まで本気で楽しめる。

フォレストアドベンチャー・湯沢中里

住  新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1
 025-787-3301

車  関越道 湯沢ICから約5km
電  JR上越線 越後中里駅から徒歩で約10分
HP www.yuzawa-nakazato.com

湯沢中里ファミリーショートコース
全長857ヤード・9ホール・パー27・最長ホ
ール129ヤードのショートコース。広いベン
トグリーンを備えたコースは、実践的なアプ
ローチやパットのフィーリングをつかむのに
最適。ビギナーや子供も大歓迎 ！

※スタートは受付順。事前のご予約は承っておりません
※スニーカー等の運動靴で利用可

https://www.yuzawa-nakazato.com/summer/forest-adventure/

大人だって

 スリル抜群！

湯沢中里スノーリゾート

営業期間

2022年5月上旬～10月23日（土）
※春先の融雪状況により変更する場合があります

営業時間

8:00～17:00（最終スタート16:00）
※天候・日照時間・イベント等により変更する場合があります

料金
大人
中学生以下

9H 2,400円／18H 3,200円
9H 1,800円／18H 2,500円

※追加プレー（9ホール）大人1,000円、中学生以下900円
※ 1日レンタルあり（クラブセット1,300円・クラブ単品300円・シュー
ズ500円・キャディバッグ500円）

※完全予約制。事前にインターネットでご予約ください

※レンタルあり（クラブ1本300円）

ネットのない開放感あふれる練習場。300ヤ
ードの打ち放しでコース幅も広く、ドライバー
でのティーショットは爽快感抜群！ グリーン
併設でパッティング練習も。レンタルクラブ
もあるから気軽にチャレンジしよう！

300ヤード打ち放しの本格派

お手軽ゴルフ

デビュー！
身長110㎝から挑戦OK!

営業期間

2022年4月23日（土）～10月23日（日）
営業時間
早朝（夜明け）～17:00（日没）
※天候等により変更する場合があります
※毎週金曜日は8:00～12:00の間、ボール回収のため
　営業を一時休止させていただきます

料金
■現金玉貸機

8球100円／45球500円／100球1,000円
■グリーン使用料 1時間500円

営業期間
2022年4月29日（金）～10月23日（日）の土日祝
※GW期間、夏休み期間は毎日営業
※雨季期間は休業

営業時間

9:00～17:00（最終受付15:00）
※天候・時期・混雑等により変更する場合があります

参加条件
■アドベンチャーコース
・小学4年生以上、身長140cm以上、体重110kg以下
・ 18歳未満は保護者もしくは同等の資格を持つ方と一緒にご参
加いただきます。保護者1名様につき2名様までの参加可。

■キャノピーコース
・身長110cm以上、体重110kg以下
・ 小学2年生以下は保護者もしくは同等の資格を持つ方と一緒
にご参加いただきます。保護者1名様につき4名様まで参加可。

料金
■アドベンチャーコース
大人 3,900円
小学4年生～17歳 2,900円
■キャノピーコース
大人・子供 2,900円

営業日などの詳細・オンライン予約はこちら
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住  新潟県南魚沼郡湯沢町土樽3064-17
 025-787-3536

車  関越道 湯沢ICから約8km
電  JR上越新幹線 越後湯沢駅から路線バスで約30分
HP daigenta.net大源太キャニオンキャンプ場

大源太キャニオンキャンプ場

営業日などの詳細・オンライン予約はこちら
https://daigenta.net/?page_id=649

越後の名峰  大源太山麓のブナ林のキャンプ場。
通常のテントサイトのほか、常設テントやレ
ンタルもあり。場内ではちびっこアドベンチ
ャー、川沿いでは水遊び、さらにはクラフト
体験も可能。日帰りBBQも人気。

営業期間

2022年4月29日（金）～10月末
※グランピングプランは2022年7月からの営業予定

営業時間
［キャンプ場］ IN 12:00～／OUT ～10:00
［グランピング］ IN 15:00～／OUT ～10:00
基本料金（区画使用料or常設テント利用料＋人数分の入場料）
［キャンプ場］
■区画使用料　　　　  1泊1区画　1,800円
■常設テント利用料（1泊）
6人用3,500円～／10人用6,000円～
■入場料　  大人600円／4歳～小学生400円
※3歳以下無料

［グランピング］
■宿泊費
大人 15,000円～
小学生 10,000円～
4歳～未就学児 7,000円～
※入場料・区画使用料含む
※3歳以下無料

ネイチャークラフト
どんぐりや松ぼっくりなどを使って自由に工
作したり、ミニオカリナに絵を描いたり。
オリジナル作品を作ってみませんか？

営業期間

2022年4月下旬～10月中旬
所要時間

10～50分程度（受付10:00～15:30）
※予約不要

料金
■クラフト制作 500円
■オカリナ制作 800円

※小学生は保護者の参加が必須
※18歳未満は保護者もしくは同等の資格を持つ方の承諾
が必要
※ご予約は2日前まで。前日・当日受付は要お問い合わせ

営業期間

2022年5月3日（火）～10月23日（日）
営業時間

9:30～11:30／13:00～15:00

料金（半日）
大人7,800円／小学生5,800円
※装備一式のレンタル・傷害保険含む

※小学生は保護者の参加が必須
※18歳未満は保護者もしくは同等の資格を持つ方の承諾
が必要
※ご予約は2日前まで。前日・当日受付は要お問い合わせ

営業期間

2022年6月中旬～9月中旬
営業時間

9:30～11:30／13:00～15:00

料金（半日）
大人7,800円／小学生5,800円
※装備一式のレンタル・傷害保険含む

大源太湖カヤックツアー

話題のスタンドアップパドル（SUP）。
穏やかな湖面だから、初心者も小学生も気
軽にチャレンジしてみよう。

大源太湖SUPツアー

グランピング

プランあり!

常設テントで

 楽 キ々ャンプ！

小学生から
チャレンジ!

大源太湖でカヤック体験してみませんか？ 
水面が穏やかだし丁寧なレクチャーもあるか
ら、初心者も安心。
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むいか温泉ホテル

長さ25ｍの本格的な屋外プールに、専用そ
りに乗って滑り降りる約25ｍの特設ウォー
タースライダーが大人気。プールサイドには
幼児用プールも。浮き輪や水鉄砲、子供用ラ
イフジャケットの無料貸し出しあり。

関越道 六日町 ICから約3kmとアクセス抜
群のリゾートホテル。ベッドタイプの3種類
の客室は全面リニューアル済みで快適さアッ
プ！ 季節の地元食材が楽しめる和洋中バイ
キングディナーも人気。

屋外プール＆特設ウォータースライダー むいか温泉ホテル
営業期間

2022年7月下旬～8月下旬
営業時間

9:00～16:00
※天候等により変更する場合があります

料金
むいか温泉ホテル宿泊のお客様は無料でご利用
いただけます（日帰り利用は休止中）

住  新潟県南魚沼市小栗山2910-114
 025-773-3311

車  関越道 六日町ICから約3km
電  JR上越線 六日町駅から宿泊者専用無料シャトルバスで約10分
HP www.muikamachi.com/hotel

ハンモックや

トランポリンも!

営業時間

IN 15:00～／OUT ～10:00

施設
客室66部屋／温泉大浴場＆露天風呂
キッズルーム／ライブラリー／卓球／宴会場
料金
宿泊プランなど詳細はお問い合わせください

広 ＆々清潔な

スーペリア
 ルーム

ホテル宿泊者は無料!

六日町温泉
温泉の効能が顕著であることが条件の「国
民保養温泉地」に指定された六日町温泉。
露天風呂から見渡すことができる、越後三
山の中でも八海山・中ノ岳は絶景。無色透
明の単純泉で美肌効果があると好評だ。

営業時間

5:00～10:00／12:00～深夜1:00

料金
むいか温泉ホテル宿泊のお客様は無料でご利用
いただけます（日帰り利用は休止中）
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住  新潟県上越市安塚区須川4820
 025-593-2041

車  関越道 六日町ICから約60km、北陸道 柿崎IC or 上越ICから約33km
電  ほくほく線 虫川大杉駅からタクシーで約15分
HP www.yukidaruma-kogen.comキューピットバレイキャンプサイト

ゆきだるま温泉 日帰りの湯「久比岐野」
菱ヶ岳を背に湧きいでる天然温泉。黄緑褐
色の塩化物温泉が全身の代謝を活性化させ、
保湿力を最大に引き立てる。脱衣場と浴槽
はリニューアルされたばかり。清潔感あふ
れる空間で好評を博している。

営業時間（日帰り入浴）
平日：14:00～19:00（最終受付18:30）
土・日・特定日：12:00～19:00（最終受付18:30）
※月曜定休日

料金
大人600円／小学生300円
3歳～未就学児100円
※入湯税込み
※2歳以下は保護者同伴で無料
※フェイスタオル販売200円・バスタオル販売500円  

キャンドルが灯されたおしゃれな空間で、豪
華なグランピングディナーが楽しめる。お泊
まりはカナダ産ログハウスのコテージ！雨風
がしのげるログハウスに泊まるリーズナブル
な素泊まりのコテージプランも新登場。

グランピングプラン

木の香り漂う

コテージ

営業期間

2022年4月29日（金）～10月9日（日）
営業時間

IN 15:00～／OUT ～10:00

定員

1サイト5名様まで。2名様以上から承ります
料金（グランピングプラン）
大人（3名利用時） 12,000円～
小学生 8,400円～
3歳～未就学児 6,000円～
※ 1泊2食（夕食：グランピングディナー／朝食：BOXにてお部屋に
お届け）・グランピング備品・駐車料含む
※2歳以下無料

高原の立地を生かした眺望のよい芝生のフリ
ーサイトは、お湯の出る炊事場や水洗トイレ
完備で快適そのもの。センターハウス目の前
に、待望のオートキャンプサイトも新登場。
ともに、ペット連れでのご利用もOK!

フリーサイト＆オートキャンプサイト

自然に
溶け込む

コテージ群

営業期間

2022年4月29日（金）～10月9日（日）
営業時間

IN 13:00～／OUT ～10:00

基本料金（サイト利用料のみ）
［サイト利用料］
■フリーサイト（1泊1区画）　5,500円～
■オートキャンプサイト（1泊1区画）　7,500円～
※1泊5名様まで

源泉かけ流し

く　  び　  き　  の

泉質：含よう素・ナトリウム・カルシウム・塩化物温泉

こんな綺麗な虹が

出現することも
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ninoxお山のキャンプ場

ninoxお山のキャンプ場
ゲレンデ内にあるキャンプ場。区画サイトの
ほか、フリーサイト、オートキャンプサイト
があり、テントやBBQグリルなどのレンタ
ルも充実。また、子供向けの遊具やプール、
砂防ダムでの水遊びや花火エリアも好評だ。

営業期間

2022年4月28日（木）～10月末の金土日祝・祝前日
営業時間
［区画サイト］ IN 13:00～／OUT ～10:00
［フリーサイト］ IN 13:00～／OUT ～10:00
［デイキャンプ］ IN 10:00～／OUT ～18:00
［お車サイト］ IN 13:00～／OUT ～10:00

基本料金（人数分の入場料のみ）
※区画サイトのみ、別途、区画使用料が必要

■入場料
［区画サイト］大人1,500円／小学生1,000円
［フリーサイト］大人1,000円／小学生800円
［デイキャンプ］大人1,000円／小学生800円
［お車サイト］1台3,000円＋人数分の入場料500円
※未就学児無料

■区画使用料（区画サイトのみ）
1区画　1,000円

住  新潟県新発田市上三光大平国有林無番地
 080-9649-1355

車  日本海東北道 聖籠新発田ICから約20分
HP www.ninox.co.jp/camp

一式まるっと

レンタルプランも!

〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28
☎0287-62-0840　https://nasu-cc.com/

那
須
で

リ
ゾ
ー
ト
ゴ
ル
フ
那須ICから

約8分
那須塩原駅から
クラブバスあり

避
暑
地

平日 3,000円※～　土日祝 5,000円※～
※18Hスループレー料金。2サム保証
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首都圏から、インターチェンジから、市街地から…。
とにかく近くてアクセスしやすいのが、スマイルリゾートの特徴。
2 0 2 2 / 2 3シーズンも近いゲレンデ、“近ゲレ”で遊ぼう♪

インターチェンジから近い！

1位 舞子スノーリゾート

 (関越道 塩沢石打ICから約1km）

2位 ムイカスノーリゾート

 (関越道 六日町ICから約3km）

3位 湯沢中里スノーリゾート

 (関越道 湯沢ICから約5km）

市街地から近い

１位　二ノックススノーパーク

 (新潟市から最も近いスキー場！）

２位　キューピットバレイ

 (上越・柏崎市から約40分）

３位　ムイカスノーリゾート

 (長岡市から約60分）

駅から近い

１位　湯沢中里スノーリゾート

 (JR上越線 越後中里駅直結）

２位　ムイカスノーリゾート

 (JR上越線 六日町駅から約10分）

３位　キューピットバレイ

 (ほくほく線 虫川大杉駅から約15分）

スマイルリゾート勝手にランキング

55選新潟
 “近ゲレ” 首都圏から約2時間の好アクセスにもかかわらず、全26コース、

最長滑走距離6kmという超ビッグスケールを誇る。チケット売
場やレンタル、更衣室、レストラン、スクール受付など、オー
ルインワンの日帰りスキーセンターが使い勝手よし。宿泊なら
ゲレンデベースの「舞子高原ホテル」がおすすめ。

［車］ 関越道 塩沢石打ICから約1km
［電車］ JR上越新幹線 越後湯沢駅から無料シャトルバスで約20分

最長6 , 0 0 0 m !
全2 6コースのビッグゲレンデ

住 	新潟県南魚沼市舞子2056-108　
☎ 	025-783-4100　
HP	www.maiko-resort.com
営 	2022年12月中旬～ 2023年4月上旬（予定）

1レベルを問わず楽しめる全26コース　 2ツリーランエリアなどフリーライド人気は
絶大　 3ゲレンデや魚沼連峰の山並みを望むリゾートホテル。天然温泉が◎

1

2 3

11舞子スノーリゾート

［リフト］10本
［最長滑走距離］6,000m
［コース］26本
［最大斜度］32度

山頂920ｍ
標高差660ｍ
ベース260ｍ

標高 コースレベル

中級40% 上級20%初級40%
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33 ムイカスノーリゾート

幅200ｍの超広々バーンで滑りやすさ抜群。ウェーブやクロス
コースなど、初級者から楽しめるゲレンデアトラクションも豊
富。雪が降ったら「オフピステフィールド」へ。パウダーフリー
クの穴場スポットになっている。お泊まりなら温泉＆バイキン
グが自慢の「むいか温泉ホテル」が◎。

幅2 0 0 mの超ワイドバーンで
爽快クルージング！

［リフト］4本
［最長滑走距離］2,812m
［コース］12本
［最大斜度］33度

［車］ 関越道 六日町ICから約3km
［電車］ JR上越線 六日町駅から無料送迎バスで約10分

山頂748ｍ
標高差400ｍ
ベース348ｍ

1 幅広バーンだから初心者やキッズも安心　 2 越後三山や日本百名山の巻機山を
望む絶景　 3むいか温泉ホテル「スーペリアルーム」は広々スペースで快適

1

2 3

住 	新潟県南魚沼市小栗山2910-114　
☎ 	025-773-3311　
HP	www.muikamachi.com/ski
営 	2022年12月下旬～ 2023年3月下旬（予定）

標高 コースレベル

中級40% 上級25%初級35%

1 第一高速リフトを降りてすぐの撮影スポット　 2ドーム型で悪天候にも強いスノー
エスカレーター　 3ブルートレインの客車が無料休憩所に

エリア最多！ 3基目となるスノーエスカレーターを導入し、初心
者エリアも「エンゼルゲレンデ」としてリニューアル。未就学児
リフト無料や「ブルートレイン中里」をはじめとする6つの無料休
憩所、さらには無料シャトルバスや平日駐車場無料など、とに
かくお得が満載のスノーリゾート。

住 	新潟県南魚沼郡湯沢町土樽5044-1　
☎ 	025-787-3301　
HP	www.yuzawa-nakazato.com
営 	2022年12月中旬～ 2023年3月下旬（予定）

湯沢中里スノーリゾート
［車］ 関越道 湯沢ICから約5km
［電車］ JR上越線 越後中里駅直結
　　　　JR上越新幹線 越後湯沢駅から無料シャトルバスで約20分

ブルートレインが休憩所? !
しかも無料で快適 !

［リフト］6本
［最長滑走距離］2,000m
［コース］16本
［最大斜度］32度

山頂702ｍ
標高差244ｍ
ベース458ｍ

22

1

2 3

標高 コースレベル

中級30% 上級30%初級40%
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55 ニノックススノーパーク
［車］ 日本海東北道 聖籠新発田ICから約20分
［電車］ JR羽越本線・白新線 新発田駅から無料シャトルバスで約20分

新潟市内からたったの4 0分！
最も近いスキー場

新潟市内から新新バイパス→国道7号線経由でたったの40分。ナ
イターは最長22時まで。仕事や学校帰りに思い立ったらすぐ行
ける近さが魅力。ゲレンデベースには広々とした「スマイルキッ
ズパーク」。ファミリー専用の無料休憩所「キッズルーム」もあり、
ファミリー人気も高い。

1エリア随一の降雪量と雪質のよさを誇る　 2レストハウス目の前にある「スマイル
キッズパーク」はキッズに大人気　 3ナイター営業は最長22時まで

1

2 3

［リフト］2本
［最長滑走距離］1,200m
［コース］2本
［最大斜度］24度

住 	新潟県新発田市上三光大平国有林無番地　
☎ 	0254-29-3315　
HP	www.ninox.co.jp/
営 	2022年12月中旬～ 2023年3月下旬（予定）

山頂533ｍ
標高差216ｍ
ベース317ｍ

標高 コースレベル

中級35%初級65%

44

住 	新潟県上越市安塚区須川4820　
☎ 	025-593-2041　
HP	www.yukidaruma-kogen.com
営 	2022年12月17日～2023年3月12日（予定）

［リフト］3本
［最長滑走距離］4,000m
［コース］12本
［最大斜度］32度

［車］ 関越道 六日町ICから約60km、  北陸道 柿崎IC・上越ICから約33km
［電車］ ほくほく線 虫川大杉駅からタクシーで約15分

上越・柏崎の市街地から
一般道で楽々アクセス！

キューピットバレイ

キューピットバレイはもともと豪雪地帯として知られ、その雪
質には定評がある。最長滑走距離は4,000ｍ。初級者から滑走可
能で、雪質のよさも奏功し上達が早いと評判だ。また、昨シー
ズンオープンしたツリーランエリアも大好評。日帰り温泉「久比
岐野」で疲れを癒して帰ろう。

1 雪が降った日には「ツリーランエリア」でパウダーラン　 2 広々としたゲレンデス
ペースは初心者レッスンにも最適　 3スノーエスカレーター付きのキッズパーク

1

2 3

山頂920ｍ
標高差490ｍ
ベース430ｍ

標高 コースレベル

中級40% 上級20%初級40%
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https://www.acard.jp/
☎03-5755-5531（平日 9:00～18:30）

旅へでかけよ
う!

この夏、　
　　　  を持って

全国の　　　　加盟ホテルで使える
キャッシュバックポイントカード

最大10.5%! 還元率の高さが魅力

ってなに?

貯まったポイントに応じて、
その場で現金キャッシュバック

全国47都道府県、480以上の
加盟ホテルで利用可

入会金&年会費無料 !
キャッシュバック率業界No.1

※1  10％ポイント付与プランを指す場合もあります
※2  ポイント加算の対象金額はサービス料・消費税を除いた室料を基本とします

正規料金※1で
1泊5,500円※2の
お部屋に宿泊の場合

5,500Pが貯まり
その場で

5,000円ゲット♪

10泊
すると


